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３０豊総総発第１３０１号 

平成３１年２月１５日 

 

豊島区監査委員 様 

 

豊島区長  高 野 之 夫（公印） 

 

 

平成３０年度定期監査結果報告における監査委員指摘、指導及び意見に対する 

改善等措置及び検討状況の報告 

 

 

標記監査結果報告において指摘された事項について措置を講じたので、地方

自治法第１９９条第１２項の規定に基づき、別紙のとおり通知します。 
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平成３０年度定期監査結果報告における 

監査委員指摘に対する措置状況等報告書 

監査結果報告における指摘事項 左の指摘事項に対する措置状況等 

第６ １ 指摘事項 

（１）主管課契約における分割契約について 

 

区では豊島区契約事務規則第３条の２第１

項第３号において、予定価格が 50 万円以下の

契約については、主管課で契約を行うことが定

められている。 

また、豊島区随意契約ガイドラインでは、「第

４政令第 167 条の 2第 1項各号の解釈、運用」

（1）の⑤で、「予定価格が 50 万円を超える契

約は契約課で処理するもので、１件の契約を分

割して当該課において処理することは規則違

反の違法行為となり、厳に禁止する。」としてい

る。 

以下の３点の主管課契約については、契約内

容が一連のものであり、複数件に分割して契約

することについての合理的理由が認められな

いにもかかわらず分割契約したものであり、上

記の規定に違反する不適正な契約事務処理で

ある。 

① 総務課では、豊島区功労者表彰の記念品

の購入及び加工委託について、契約業者と契約

年月日が同一にもかかわらず、分割して契約を

締結していた。 

（総務課） 

 

② 環境保全課では、ガム取り機本体、予備バ

ッテリー及びバッテリーチャージャーの購入

について、同一の契約業者と契約期日が近接し

た複数の契約を締結していた。 

（環境保全課） 

 

③ 学校施設課では、池袋中学校グラウンド

南門前敷地の給水及び排水設備の修繕につい

て、契約業者と契約年月日が同一にもかかわら

ず、分割して契約を締結していた。 

（学校施設課） 

第６ １ 指摘事項 

（１）主管課契約における分割契約について 

 
① 今後、同様の業務が発生の際には、今回の

指摘を踏まえ、分割契約の指摘を受けない事務

処理に努めるよう、改めて、課内に周知を図っ

た。               

（総務課） 

 
② 再発防止のため、豊島区契約事務規則・豊

島区随意契約ガイドライン等の規定遵守を課

内で改めて徹底し、事務処理に臨んでいる。 

（環境保全課） 

所管部課: 総務課、環境保全課、学校施設課 
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平成３０年度定期監査結果報告における 

監査委員指摘に対する措置状況等報告書 

監査結果報告における指摘事項 左の指摘事項に対する措置状況等 

第６ １ 指摘事項 

（２）契約の仕様どおりでない履行に対する委

託料の支出について 

 

契約内容の適正な履行を確保する手段とし

て、各課における契約履行に関する検査につい

て豊島区契約事務規則第 58 条により、課長は

その所属職員をして検査をさせることができ

るとしている。また、検査に合格することで契

約目的が達成され、対価の支払いが行われる。 

区民活動推進課では、南池袋斎場のエレベー

ター保守委託に関して、委託契約の仕様書で

は、毎月受託業者が技術員を派遣し点検するこ

とと定めていた。しかし、受託業者は、仕様書

に記載されている「毎月技術員を派遣し」の記

述を長期にわたって確認しておらず、平成26年

度から平成29年度までの４年間の合計で22回

は、技術員を派遣しない社内からの通信回線を

通じた遠隔操作による点検が行われていた。 

また、区民活動推進課は、毎年度締結してい

る契約の仕様内容を確認せず契約関係書類を

作成していた。 

エレベーターの保守点検そのものは、年４回

程度は技術員による点検及びそれ以外の月は

遠隔操作による点検が実施され、国土交通省の

標準仕様書による点検はなされていたものの、

監督員・検査員は、作業報告書等を基に作業内

容を契約の仕様書と照らし合わせ確認、検査を

実施すべきところ、遠隔操作による点検時にお

いても、検査結果は合格として委託料が支払わ

れていた。 

本件は、平成 30年度契約の締結準備の際に、

所管課自身が気づいたものであり、既に支払わ

れた委託料のうち、技術員による点検未実施で

あった分については、仕様書に基づく契約内容

の一部不履行分として受託業者に求償し、既に

納付されている。 

契約の仕様内容が契約者双方で確認されて

いなかったこと及び、監督員・検査員が長期間

にわたり、仕様書と照らし合わせた監督・検査

を実施してこなかったことにより、契約の仕様

書どおりでない履行に対して委託料が支出さ

れてきたことは、豊島区契約事務規則に違反す

る極めて不適正な事務処理である。 

（区民活動推進課） 

第６ １ 指摘事項 

（２）契約の仕様どおりでない履行に対する委

託料の支出について 

 
本件については平成 29 年度に発覚した直後

から受託業者に対し原因を究明し報告書を提

出させ、仕様書に沿った履行に是正させるとと

もに、不履行に対する求償には確実に応じさせ

た。 

平成 30 年度以降は、有人点検回数を見直し

て契約し、確実な履行と検査を行っている。 

（区民活動推進課） 

所管部課: 区民活動推進課 
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平成３０年度定期監査結果報告における 

監査委員指摘に対する措置状況等報告書 

監査結果報告における指摘事項 左の指摘事項に対する措置状況等 

第６ １ 指摘事項 

（３）廃棄物処理に関する許可を持たない業者

への委託について 

 

廃棄物の処理を委託する場合は、「廃棄物の

処理及び清掃に関する法律」（昭和四十五年法

律第百三十七号）に基づき廃棄物処理業の許可

を受けた事業者と契約しなければならない。 

文化デザイン課では、平成 28 年度の主管課

契約により契約した「アートステーションＺ内

廃棄物処理委託」において、仕様書では「受託

者は、本契約の履行にあたって、廃棄物の処理

及び清掃に関する法律等に基づき、確実かつ適

正に処理する」としており、関係法令の順守を

求めていたにもかかわらず、産業廃棄物処理業

の許可及び一般廃棄物処理業の許可等、廃棄物

処理に関する許可を持たない事業者を相手方

として契約が行われていた。法令に違反する極

めて不適正な行為である。 

（文化デザイン課） 

第６ １ 指摘事項 

（３）廃棄物処理に関する許可を持たない業者

への委託について 

 

当該案件につき、文化デザイン課として大変

重く受け止め、なぜこのような事態に陥ったか

事実確認を進めた。そのうえで、法令に違反し

ていると考えられることから、警察へ相談を行

った。同時に、リスクマネジメント委員会に報

告し、関係所管課と情報を共有するとともに、

議会への報告と、全庁的な再発防止のため、適

正な廃棄物処理の契約について区全体へ周知

徹底した。 

（文化デザイン課） 

所管部課: 文化デザイン課 
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平成３０年度定期監査結果報告における 

監査委員指摘に対する措置状況等報告書 

監査結果報告における指摘事項 左の指摘事項に対する措置状況等 

第６ １ 指摘事項 

（４）収支命令者による支出命令のない支出に

ついて 

 

物品の購入や委託契約等、対価に対して経費

を支出する場合、豊島区会計事務規則第５条第

１項において「課に属する収入の通知及び支出

の命令に関する事務は、課長に委任する。」と規

定されている。また、豊島区文書取扱規程第 12

条第１項においては「すべての事案は、当該事

案に係る決定案を記載した文書等により処理

しなければならない。」とされている。 

都市計画課においては「地方公共交通バス池

07 系統乗降客数調査業務委託」に係る経費の支

出について、本来文書管理システムにより支払

に関する決定案文書を作成し、課長の決定を受

けたうえで、会計課へ印刷した支払書類を提出

すべきところ、その決定案文書が作成されてお

らず、収支命令者である課長の決定を受けない

まま、支払書類が会計課へ提出され執行処理さ

れた。 

また、この支払書類については、豊島区会計

事務規則第 12 条第 2 項の規定により、各課の

審査出納員が書類の内容を審査した後、会計課

へ提出すべきものであるが、支出決定がないに

もかかわらず課内において審査が完了したこ

とは、豊島区会計事務規則及び豊島区文書取扱

規程に違反する不適正な事務処理である。 

（都市計画課） 

第６ １ 指摘事項 

（４）収支命令者による支出命令のない支出に

ついて 

 

不適正処理を解消するため、主管課審査回送

時のチェックリストを作成し課内周知及び処

理手順の徹底を図った。また、課審査出納員の

審査においては、課長決定済みの確認の徹底を

確実に行うこととした。 

（都市計画課） 

所管部課: 都市計画課 
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平成３０年度定期監査結果報告における 

監査委員指摘に対する措置状況等報告書 

監査結果報告における指摘事項 左の指摘事項に対する措置状況等 

第６ １ 指摘事項 

（５）日本スポーツ振興センター災害共済給付

金に係る不適正な事務処理について 

 

児童が校内で怪我をして医療機関を受診し

た場合、保護者が医療機関発行の「医療費等の

状況」を添付のうえ、学校を通じて日本スポー

ツ振興センターへ災害共済給付金申請をする

ことで、医療費総額の４割分（自己負担分３割

分に「療養に伴って要する費用」１割分加えた

額。ただし、豊島区子どもの医療費助成等を受

けたときは１割分のみ）が保護者へ給付され

る。 

なお、災害給付制度の掛金は、全額区が負担

している。 

巣鴨小学校においては、保護者より複数月分

の「医療費等の状況」を提出した申出に対し、

１ヶ月分の「医療費等の状況」については確認

が取れなかった。 

確認できなかった分については、日本スポー

ツ振興センターへの申請が不可能であるため、

学校長が私費により災害共済給付金相当額を

保護者へ支払っていた。 

本来、定められた制度に従い対応しなければ

ならないところを私費で支払ったことは、不適

正な事務処理である。 

（学務課、巣鴨小学校） 

第６ １ 指摘事項 

（５）日本スポーツ振興センター災害共済給付

金に係る不適正な事務処理について 

 

教育委員会にて回答 

所管部課: 学務課、巣鴨小学校 

 



- 6 - 

平成３０年度定期監査結果報告における 

監査委員指摘に対する措置状況等報告書 

監査結果報告における指摘事項 左の指摘事項に対する措置状況等 

第６ １ 指摘事項 

（６）複数年にわたる不適正な事務処理につい

て 

 

次の課においては、これまで複数年にわたり

同一事項に対して指導を行っているにもかか

わらず、依然として改善が図られていない。 

 

① 豊島区随意契約ガイドラインに基づく規

定の見積数を徴していない契約がある。 

（指導課） 

 

② 業務委託契約の適正な履行を確保するた

め、監督員の設置が義務付けられているとこ

ろ、監督員を指定していない契約がある。 

（区民活動推進課、ごみ減量推進課、生活福

祉課、指導課） 

第６ １ 指摘事項 

（６）複数年にわたる不適正な事務処理につい

て 

② 

今年度より、すべての業務委託契約について

監督員の指定を行っている。 

31 年度以降についても、すべての業務委託契

約について、監督員の指定、受託者への通知及

び監督・検査実施マニュアルに基づく監督業務

を行っていく。 

（区民活動推進課） 

 

職員に対して複数年にわたる指導であるこ

とを周知するとともに関連資料を配付し、今

後、業務委託契約を行う際には必ず監督員を指

定するよう徹底を図った。 

（ごみ減量推進課） 

 

委託契約を締結する可能性がある全職員に

起案文書への監督員指定を周知した。 

（生活福祉課） 

所管部課: 
指導課、区民活動推進課、ごみ減量推進課、生

活福祉課 
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平成３０年度定期監査結果報告における 

監査委員指導に対する措置状況等報告書 

監査結果報告における指導事項 左の指導事項に対する措置状況等 

第６ ２ 指導事項 

（１）契約処理に関する事項 

① 主管課において処理する契約：見積書徴取 

 

豊島区契約事務規則第３条の２では、次の各

号に該当する場合は、契約事務分掌の特例とし

て、主管課において契約するものとしている。 

ア）相手方が国・地方公共団体、及び営利を

目的としないことが明らかでかつ競争相

手がない個人又は団体であって、予定価格

がそれぞれ定めた上限金額未満の業務委

託契約である場合 

イ）契約の内容が飲食物の調達、電気、ガス、

水道等の供給など定めた要件に該当する

場合 

ウ）契約の内容が物品の買い入れや修繕、業

務委託などでかつ予定価格が 50 万円以下

（物件の借上げは 40 万円以下）の場合 

また、主管課で処理する契約のうち、随意契

約における見積書の徴取者数については、同規

則第 40 条において、なるべく２者以上から見

積書を徴さねばならないとし、さらに、豊島区

随意契約ガイドライン（以下「ガイドライン」

という。）により、予定価格が５万円以上 30 万

円未満のときは２者以上、30 万円以上 50 万円

以下のときは３者以上、50 万円超は４者以上か

ら徴取するものと定めている。 

見積書徴取について、これら要件を満たして

いるかを確認した結果、規定の見積数を徴して

いない契約があることが判明したので是正さ

れたい。 

（行政経営課、国民健康保険課、文化デザイ

ン課、図書館課、ごみ減量推進課、高齢者福祉

課、子育て支援課(西部子ども家庭支援センタ

ー)、都市計画課） 

 

また、規定の見積数を徴取したにもかかわら

ず、見積業者の辞退等の理由により数に不足が

生じたものがあり、このような場合においても

改めて規定の見積数を徴取されたい。 

（教育センター） 

 

なお、以下に示す課は、前年度に引き続く指

導である。すみやかにかつ確実に是正されるよ

う重ねて申し添える。 

（庁舎運営課、学務課） 

第６ ２ 指導事項 

（１）契約処理に関する事項 

① 主管課において処理する契約：見積書徴取 

 

平成 30 年度は該当する契約がないため、定

期監査での指摘を踏まえ、随意契約ガイドライ

ンのルールについて改めて課内の周知徹底を

図った。          （行政経営課） 

随意契約については、ガイドラインに基づき

金額に応じた適正な見積数を徴収するよう、課

内へ周知徹底を図った。 （国民健康保険課） 

豊島区契約事務規則及び豊島区随意契約ガ

イドラインに沿った事務処理となるよう改め

て職員に周知徹底を図った。（文化デザイン課） 

指導事項については課内周知を図るととも

に、契約締結時の起案段階で確認を徹底するこ

とで再発を防止に努めている。 （図書館課） 

主管課契約の締結においては、豊島区随意契

約ガイドラインで定められた数の見積書を適

正に徴取するよう周知徹底を図った。 

（ごみ減量推進課） 

課内において予定価格に対する見積書の徴

取者数を再確認し、既定の見積もり数を徴取し

たうえで契約をするよう、各グループ係長より

随意契約ガイドライン中の見積徴取について

各職員にて再教育し、見積徴取のルール遵守を

徹底させる。       （高齢者福祉課） 

適切な業者数の見積書を徴取するようセン

ター長から担当職員へ指示し、改善措置を講じ

た。           （子育て支援課） 

規則等を順守した見積書を徴収するための

チェックリストを作成、活用するとともに改め

て職員に周知徹底を図った。  （都市計画課） 

随意契約ガイドラインで定めている見積書

の数は適正に徴収するよう課内へ周知した。 

（庁舎運営課） 

 

所管部課: 

行政経営課、国民健康保険課、文化デザイン

課、図書館課、ごみ減量推進課、高齢者福祉

課、子育て支援課(西部子ども家庭支援センタ

ー)、都市計画課、教育センター、庁舎運営課、

学務課 
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平成３０年度定期監査結果報告における 

監査委員指導に対する措置状況等報告書 

監査結果報告における指導事項 左の指導事項に対する措置状況等 

第６ ２ 指導事項 

（１）契約処理に関する事項 

② 主管課において処理する契約：業者指定 

 

主管課が処理する契約（50 万円以下（物件の

借上げは 40 万円以下））において、随意契約に

より業者を指定する際、ガイドラインでは「第

３見積書の徴取」の（３）で、「契約の性質又は

目的により契約の相手方が特定されるとき」な

ど、その要件を述べているが、併せて「原則と

して価格の妥当性を証する資料（積算資料、類

似契約資料等）を添付するものとする」ことに

より、見積書の徴取者数を１者まで減ずること

ができるとしている。 

主管課契約案件のうち随意契約について確

認したところ、見積書徴取者数が１者のみの契

約で、有効な資料添付または業者を指定するに

足る理由が、起案本文に記載されていない案件

が見受けられた。契約においては、競争による

最適価格の追及が原則であることを踏まえ、業

者指定の際には、指定業者及び予定価格が有効

かつ効率的である具体的な理由を、財務会計シ

ステムだけではなく起案文書にも明記された

い。 

（防災危機管理課、学習・スポーツ課、ごみ

減量推進課、障害福祉課、住宅課、土木管理課、

公園緑地課、学務課、指導課、目白小学校） 

 

なお、以下に示す課は、前年度に引き続く指

導である。すみやかにかつ確実に是正されるよ

う重ねて申し添える。 

（地域区民ひろば課、会計課） 

第６ ２ 指導事項 

（１）契約処理に関する事項 

② 主管課において処理する契約：業者指定 

 

主管課契約において、業者指定理由を財務会

計システムに入力するのみならず、起案文書へ

の記載を課内に周知徹底することとする。 

（防災危機管理課） 

随意契約を締結する際には、有効な資料添付

または業者を指定するに足る理由を、起案本文

に記載するよう徹底している。 

（学習・スポーツ課） 

業者指定契約の際は、指定業者及び予定価格

が有効かつ効率的である具体的な理由を、財務

会計システム及び起案文書に記載するよう課

内に周知徹底した。   （ごみ減量推進課） 

事務監査での指導を受け、実務担当者に、財

務会計システムだけでなく、起案本文にも記入

するよう周知を図った。   （障害福祉課） 

「豊島区随意契約ガイドライン」第 3 見積書

の徴収についてなどを再確認し、ガイドライン

に沿った処理を行うことを徹底したところで

ある。             （住宅課） 

指摘後、随意契約をする際に、起案文書に、

業者指定理由を明記するようにした。 

（土木管理課） 

事務監査の指導を受け、各担当者への周知を

し、起案文書に記載をするように対応を行っ

た。            （公園緑地課） 

指導内容の周知を徹底した。現在は、ガイド

ラインに沿って、業者から見積書を徴収し、見

積書徴取者数が１者のみの契約についても、有

効な資料添付または業者を指定するに足る理

由を、起案本文に記載している。 

（地域区民ひろば課） 

前年度に続く指導であることを職員に注意

喚起するとともに、今後は、必ず有効な資料を

添付、または起案文書に指定理由を明記するよ

う周知徹底を図った。      （会計課） 

所管部課: 

防災危機管理課、学習・スポーツ課、ごみ減量

推進課、障害福祉課、住宅課、土木管理課、公

園緑地課、学務課、指導課、目白小学校、地域

区民ひろば課、会計課 
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平成３０年度定期監査結果報告における 

監査委員指導に対する措置状況等報告書 

監査結果報告における指導事項 左の指導事項に対する措置状況等 

第６ ２ 指導事項 

（１）契約処理に関する事項 

③ 業務委託契約の監督員による適正な履行の

確保 

 

業務委託契約の適正な履行を確保するため、

平成 26年 7月 31日 26豊総契発第 1163号によ

り、契約課から業務委託契約における監督・検

査実施マニュアル及び「業務委託契約の監督員

による適正な履行の確保について」が通知さ

れ、監督員の設置が義務付けられたが、多くの

課で監督員を指定せず契約を行っていた。 

（企画課、財政課、行政経営課、人事課、契

約課、環境保全課、障害福祉課(心身障害者福祉

センター)、生活衛生課、長崎健康相談所、子ど

も若者課、子育て支援課、住宅課、会計課） 

 

なお、以下に示す課は、前年度に引き続く指

導である。すみやかにかつ確実に是正されるよ

う重ねて申し添える。 

（防災危機管理課、庁舎運営課、地域区民ひ

ろば課、国民健康保険課、学習・スポーツ課、

豊島清掃事務所、障害福祉課、都市計画課、土

木管理課、学務課、選挙管理委員会事務局、議

会総務課） 

 

また、以下に示す課は、監督員は指定されて

いたものの、受託者へ監督員を通知していなか

った。 

（総務課、施設整備課、高齢者医療年金課、

文化デザイン課、文化観光課、西部生活福祉課、

子育て支援課(西部子ども家庭支援センター)、

保育課、公園緑地課、庶務課、放課後対策課、

学校施設課） 

第６ ２ 指導事項 

（１）契約処理に関する事項 

③ 業務委託契約の監督員による適正な履行の

確保 

 

指導のあった「豊島区政策評価委員会会議録

作成業務委託」は、支出科目を改めて確認した

結果、「役務費」であることが判明した。30 年

度は、誤解を与えないように、件名から「委託」

の文言を削除し、契約を行った。 （企画課） 

業務委託契約における監督員の設置につい

て、改めて課内に周知徹底した。 （財政課） 

平成 30 年度は該当する業務委託契約はない

ため、31年度以降の契約について監督員の設置

および受託者への通知を徹底する。 

（行政経営課） 

監督員が指定されていなかった契約につい

て指導のとおり是正済である。  （人事課） 

事業者に通知していたにもかかわらず、文書

への添付を失念していたため、添付した。 

(契約課) 

喫煙所プランターへの給水業務委託契約に

つき、監督員の指定を完了した。（環境保全課） 

起案本文への監督員指定記載漏れがないよ

う、センター内で改めて周知を行った。 

（心身障害者福祉センター） 

契約締結請求の起案本文に監督員の氏名が

記載されていないものがあった。ただし、別起

案で、監督員の指定及び通知が行われていたも

のであった。課内の全職員に対し、マニュアル

に則り、監督員の氏名は契約締結請求の起案本

文に記載するよう徹底した。  （生活衛生課） 

平成 30 年度の業務委託契約については、契

約決裁時の添付資料の一つとして通知（案）を

添えることとし、全委託業務契約について監督

員の未指定や通知漏れが発生しないよう契約

手続き手順の見直しを行った。 

（長崎健康相談所） 

業務委託契約を締結した際には監督員を指

定し、適正な履行を確保するよう改めて課内に



- 10 - 

周知徹底を図った。    （子ども若者課） 

遺漏なく監督員を指定するよう担当係長か

ら担当職員へ指示し、改善措置を講じた。 

（子育て支援課） 

監査終了後、契約書に監督員を指定して作成

することを徹底したところである。 （住宅課） 

「業務委託契約における監督・検査実施マニ

ュアル」等に基づき、必ず監督員の指定を行う

よう改めて職員に対して周知徹底を図った。 

（会計課） 

業務委託契約に際しての監督員指定につい

て、課内に改めて周知徹底するとともに、契約

締結請求起案の決裁時にも監督員指定の確認

を徹底することとする。あわせて監督員は、契

約の履行にあたり「業務委託契約における監

督・検査実施マニュアル」をもとに適正な履行

の確保を図っていくこととする。 

（防災危機管理課） 

「業務委託契約における監督・検査実施マニ

ュアル」を遵守し、委託契約においては、必ず

監督員の指定を行い、契約締結を実施するよう

改めた。           （庁舎運営課） 

すべての業務委託について、指導内容の周知

を徹底した。現在は監督・検査実施マニュアル

に基づき、監督員を指定後、速やかに受託事業

者へ通知している。   （地域区民ひろば課） 

業務委託契約の監督員の指定について改め

て課内に周知し、指定漏れがないように徹底を

図った。         （国民健康保険課） 

業務委託契約締結の際には、監督員の指定・

通知を行うよう徹底している。 

（学習・スポーツ課） 

業務委託契約において監督員指定の記載が

もれた起案があったが、実際には監督員を指定

し受託者への通知も行っていた。起案本文に指

定した監督員をもれなく記載し、指定通知の写

しを添付するよう、あらためて徹底した。 

（豊島清掃事務所） 

起案本文への監督員指定記載漏れがないよ

う、課内へ改めて周知を行った。（障害福祉課） 

監督員の指定を確実に行うためのチェック

リストを作成、活用するとともに改めて職員に

周知徹底を図った。      （都市計画課） 

指摘後、監督員を速やかに指定し監督員通知
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を送付した。         （土木管理課） 

指導事項について改めて課内周知を行い、受

託者への通知漏れがないよう徹底した。 

（総務課） 

業務委託契約の受託者へ監督員を通知する

とともに、「業務委託契約における監督・検査実

施マニュアル」及び「業務委託契約の監督員に

よる適正な履行の確保について（通知）」を、改

めて課内に周知した。     （施設整備課） 

契約締結後、速やかに監督員指定通知を受託

者に送付するよう徹底した。 

（高齢者医療年金課） 

指導があった事項について、職員に周知徹底

を行った。        （文化デザイン課） 

業務委託契約の際、必ず受託者へ監督員を通

知するように、改めて課内周知した。 

（文化観光課） 

業務委託契約において、受託者への監督員通

知が漏れてしまった案件があった。指定した監

督員を受託者へ通知することを改めて徹底し

た。           （西部生活福祉課） 

遺漏なく受託者へ監督員を通知するようセ

ンター長から担当職員へ指示し、改善措置を講

じた。           （子育て支援課） 

指導後、すみやかに受託者へ監督員を通知し

た。               （保育課） 

事務監査の指導を受け、各担当者への周知を

し、監督員の通知をするとともに、その写しを

原議に添付するように対応を行った。 

（公園緑地課） 

 

 

 

 

所管部課: 

企画課、財政課、行政経営課、人事課、契約課、

環境保全課、障害福祉課(心身障害者福祉セン

ター)、生活衛生課、長崎健康相談所、子ども

若者課、子育て支援課、住宅課、会計課、防災

危機管理課、庁舎運営課、地域区民ひろば課、

国民健康保険課、学習・スポーツ課、豊島清掃

事務所、障害福祉課、都市計画課、土木管理

課、学務課、選挙管理委員会事務局、議会総務

課、総務課、施設整備課、高齢者医療年金課、

文化デザイン課、文化観光課、西部生活福祉

課、子育て支援課(西部子ども家庭支援センタ

ー)、保育課、公園緑地課、庶務課、放課後対

策課、学校施設課 
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平成３０年度定期監査結果報告における 

監査委員指導に対する措置状況等報告書 

監査結果報告における指導事項 左の指導事項に対する措置状況等 

第６ ２ 指導事項 

（１）契約処理に関する事項 

④ 主管課検査員と監督員の重複について 

 

監督員を設置することにより、検査体制の強

化を図る趣旨から豊島区契約事務規則第 66 条

（兼職制限）では「監督員又は検査員は、特別

の必要がある場合は除き、相互にこれを兼ねる

ことができない。」と定めているが、以下に示す

課は、主管課検査員と監督員が同一人であっ

た。 

（防災危機管理課、財産運用課、国民健康保

険課、生活産業課、福祉総務課、生活衛生課、

子育て支援課） 

 

なお、以下に示す課は、前年度に引き続く指

導である。すみやかにかつ確実に是正されるよ

う重ねて申し添える。 

（総合窓口課） 

第６ ２ 指導事項 

（１）契約処理に関する事項 

④ 主管課検査員と監督員の重複について 

 

課内に主管課検査員と監督員の重複につい

て周知徹底するとともに、契約締結請求起案の

決裁時にも監督員指定について確認を徹底す

ることとする。      （防災危機管理課） 
平成 30 年度の主管課検査案件業務委託契約

の監督員と検査員について改めて課内に周知

し、主管課検査員と監督員が兼ねることがない

よう徹底を図った。      （財産運用課） 
業務委託契約の監督員と検査員について改

めて課内に周知し、監督員と検査員が兼ねるこ

とがないよう徹底を図った。（国民健康保険課） 

監督員と検査員は兼ねることができないこ

とについて改めて課内職員に周知徹底を図っ

た。             （生活産業課） 

改めて課内に周知し、平成 30 年度の契約に

ついては、監督員と検査員について別の担当者

を指定している。       （福祉総務課） 

課内の全職員に対し、主管課検査員と監督員

の兼職制限の趣旨を徹底し、監督員として主管

課検査員を指定することのないよう注意喚起

した。また、人事異動や事務分担変更の際にも

改めて周知を図ることとする。 （生活衛生課） 

監督員と検査員は兼ねることができない旨

を担当係長から担当職員へ指示し、改善措置を

講じた。          （子育て支援課） 

平成 29 年度に実施された行政監査で指摘さ

れた後、検査員を変更し、監督員と検査員は同

一人にならないよう改善した。監督員、検査員

は適切かつ確実な検査及び監督の実施に努め

ている。           （総合窓口課） 

 

 

 

 

 

 

 

 

所管部課: 
防災危機管理課、財産運用課、国民健康保険

課、生活産業課、福祉総務課、生活衛生課、子

育て支援課、総合窓口課 
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平成３０年度定期監査結果報告における 

監査委員指導に対する措置状況等報告書 

監査結果報告における指導事項 左の指導事項に対する措置状況等 

第６ ２ 指導事項 

（２）会計処理に関する事項 

① 歳入関係事務 

 

ア）起案文書 

調定起案文書には、「歳入事務の手引き」によ

り、件名、調定金額、歳入年度、歳入科目、納

入義務者の住所・氏名、納付期限、徴収の根拠

法令、処理方法などが必要記載事項とされてい

る。しかし、調定起案本文に何ら記載のないも

の、あるいは必要事項の一部のみが記載されて

いるもの等、調定起案本文として、決裁者の決

定を受けるに足る内容を示していないものが

見受けられた。 

（文化観光課、地域保健課、放課後対策課） 

 

イ）調定時期 

歳入の調定にあたっては、豊島区会計事務規

則第 21 条により、「徴収すべき歳入の金額が

確定したときは直ちに当該歳入について調定

しなければならない。」とされているが、金額確

定後、長期間において調定を実施していなかっ

た。 

（子育て支援課(東部子ども家庭支援センタ

ー)、都市計画課、土木管理課） 

 

また、事前に金額が確定しているにもかかわ

らず、収入した後の調定（事後調定）がおこな

われていた。 

（生活産業課、生活福祉課） 

 

 

 

 

 

 

 

ウ）年度内調定 

歳入の調定額通知書を当該年度内に発行す

べきところ、翌年度の４月以降の日付で処理し

ていた。調定起案文書及び決定の日付は、年度

内で処理すべきである。（不納欠損額通知につ

いても同様である。） 

（東部区民事務所、生活福祉課、子育て支援

課(東部子ども家庭支援センター)、保育課、土

木管理課) 

第６ ２ 指導事項 

（２）会計処理に関する事項 

① 歳入関係事務 

 

ア）起案文書 

調定起案文書には、「件名、調定金額、歳入年

度、歳入科目、納入義務者の住所・氏名、納付

期限、徴収の根拠法令、処理方法」を記載する

ように、改めて課内に周知した。（文化観光課） 
平成 30 年度調定起案より件名、調定金額、

歳入年度、歳入科目、納入義務者の住所・氏名、

納付期限、徴収の根拠法令、処理方法など必要

記載事項について記載するよう徹底した。 

（地域保健課） 

 

 
イ）調定時期 

金額が確定したときは速やかに調定の通知

をおこなうようセンター長から担当職員へ指

示し、改善措置を講じた。   

（子育て支援課（東部子ども家庭支援センタ

ー）） 

歳入金額の確定に伴い、直ちに調定を行うよ

うに改めて課内に周知徹底を図った。 

（都市計画課） 

 

調定日の誤りであることを確認した。以後、

誤りのないよう課内職員に周知徹底を図った。 

（生活産業課） 

 

平成 30 年度途中から金額確定分について事

前調定をおこなうこととした。 （生活福祉課） 

 

東京都等より補助金交付決定通知書が送付

され次第、豊島区会計事務規則を遵守しすみや

かに調定を行うこととした。  （土木管理課） 

 

ウ）年度内調定 

調定起案、決定の日付は当該年度内で処理す

るよう、事務処理の改善を図る。 

（東部区民事務所） 

 

事後調定を事前調定へ改めたことにより、翌

年度４月以降の日付による調定額通知書の処

理は発生しなくなる。     （生活福祉課） 
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調定起案文書及び決定日は当該年度内で処

理をするようセンター長から担当職員へ指示

し、改善措置を講じた。    

（子育て支援課（東部子ども家庭支援センタ

ー）） 

 

監査前に既に会計課より指摘を受けていた

が、出納閉鎖後だったため手書きで修正した。

今後このようなことがないよう、職員に周知し

た。               （保育課） 

 

これまで、道路使用料の不納欠損処理につい

ては、消滅時効を迎える年度の翌年度の４月以

降に不納欠損額通知を行っていたが、今年度よ

り消滅時効を迎える年度内において不納欠損

処理を行うこととする。    （土木管理課） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所管部課: 

文化観光課、地域保健課、放課後対策課、子育

て支援課(東部子ども家庭支援センター)、都

市計画課、土木管理課、生活産業課、生活福祉

課、東部区民事務所、子育て支援課(東部子ど

も家庭支援センター)、保育課 
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平成３０年度定期監査結果報告における 

監査委員指導に対する措置状況等報告書 

監査結果報告における指導事項 左の指導事項に対する措置状況等 

第６ ２ 指導事項 

（２）会計処理に関する事項 

① 歳入関係事務 

 

エ）会計管理者に対する通知 

歳入の調定にあたっては、豊島区会計事務規

則第 22 条により「直ちに会計管理者に通知し

なければならない。」とされ、「ただし、同一の

科目に属する歳入で日々調定するものについ

ては、毎月分を取りまとめ、翌月５日までに通

知させることができる。」とされているが、翌月

の５日を超えた日付で調定していた。 

（地域区民ひろば課、ごみ減量推進課） 

 

オ）納期限 

納入通知書で通知する場合の納期限につい

ては、豊島区会計事務規則第 25 条第 3 項によ

り、法令その他の定めがある場合を除くほか、

調定の日から、20 日以内で適宜の納期限を定め

るものとされている。 

しかし、法令その他の定めがないにもかかわ

らず、調定の日から 20 日を超える日を納期限

として定めていた。 

また、分納においては適宜の納期限を定める

べきであるが、分納する全ての納期限について

年度末の日付が指定されていた。 

（生活産業課、図書館課、ごみ減量推進課、

庶務課） 

 

なお、以下に示す課は、前年度に引き続く指

導である。すみやかにかつ確実に是正されるよ

う重ねて申し添える。 

（財産運用課、住宅課） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

カ）収納金日報 

豊島区会計事務規則第 29 条第 2 項により、

金銭出納員は、歳入金を収納したときは、収納

金日報を作成し、歳入徴収者に報告しなければ

第６ ２ 指導事項 

（２）会計処理に関する事項 

① 歳入関係事務 

 

エ）会計管理者に対する通知 

指導内容を周知し、翌月５日までに会計管理

者へ通知しており、適正な会計処理を徹底して

いる。         （地域区民ひろば課） 

歳入の調定を行う際には、豊島区会計事務規

則に則り、翌月５日までに調定するよう課内に

周知徹底した。      （ごみ減量推進課） 

 

 

 

オ）納期限 

指摘後、納入通知書の納期限について適正な

期限を定めるよう課内職員に周知徹底を図っ

た。             （生活産業課） 

 

指導事項については課内周知を図るととも

に、契約締結時の起案段階で確認を徹底するこ

とで再発を防止に努めている。  （図書館課） 

 

納入通知書で通知する場合の納期限につい

ては、会計事務規則に則り、調定日から 20 日

以内で納期限を定めるよう課内に周知徹底し

た。           （ごみ減量推進課） 
 

昨年度指摘時に起案文の記載漏れであり、

「納入義務者の事務処理上の都合により、会計

事務規則第 25 条第 3 項に係らず納期限を設定

する。」という文言を起案文に記載する指導を

行ったが、確認が徹底されていなかった。20日

以内原則の徹底及びやむを得ない場合の、理由

を起案文に記載することの再徹底及び決裁時

の係長確認の徹底を図った。 （財産運用課） 

 

監査終了後、豊島区会計事務規則第 25 条第

3項について改めて確認し、「納入通知書で通知

する際の納期限は調定の日から 20 日以内に定

める」よう徹底したところである。 （住宅課） 

 

カ）収納金日報 

収納金日報を作成した。今後は、豊島区会計

事務規則を遵守し、適正な事務処理を行う。 

（庁舎運営課） 
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ならないとされている。しかし、本来備えるべ

き収納金日報が作成されていなかった。 

（庁舎運営課、地域区民ひろば課(区民ひろ

ば南大塚)） 

 

区民ひろば南大塚については、未作成分の収

納金日報を遡って作成した。また、収納金日報

の作成について、金銭出納員へ再度周知し、適

正な会計処理を徹底している。 

（地域区民ひろば課（区民ひろば南大塚）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所管部課: 

地域区民ひろば課、ごみ減量推進課、生活産

業課、図書館課、庶務課、財産運用課、住宅課、

庁舎運営課、地域区民ひろば課(区民ひろば南

大塚) 

 



- 17 - 

平成３０年度定期監査結果報告における 

監査委員指導に対する措置状況等報告書 

監査結果報告における指導事項 左の指導事項に対する措置状況等 

第６ ２ 指導事項 

（２）会計処理に関する事項 

① 歳入関係事務 

 

キ）税外収入徴収簿 

豊島区会計事務規則第 103 条により、収支命

令者は、歳入簿や歳出予算差引簿など、必要な

帳簿を備えて整理しなければならないとされ

ている。 

分担金、使用料、加入金、手数料及び過料、

その他普通地方公共団体の歳入である税外収

入については、税外収入徴収簿の備えが必要で

ある。しかし本来備えるべき税外収入徴収簿が

作成されていなかった。 

（防災危機管理課、福祉総務課、地域保健課、

住宅課、土木管理課） 

 

なお、以下に示す課は、前年度に引き続く指

導である。すみやかにかつ確実に是正されるよ

う重ねて申し添える。 

（税務課） 

 

また、以下に示す課は、一部の税外収入につ

いて税外収入徴収簿が作成されていなかった。 

（総務課、学習・スポーツ課、公園緑地課） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ク）現金出納簿（金銭出納員用） 

豊島区会計事務規則第 104 条により、金銭出

納員は、現金出納簿を備えて現金の出納を整理

しなければならないとされている。しかし、本

来備えるべき現金出納簿（金銭出納員用）を作

成していなかった。 

（防災危機管理課、庁舎運営課、区民活動推

進課、地域区民ひろば課(区民ひろば清和第一・

第二)、文化デザイン課） 

第６ ２ 指導事項 

（２）会計処理に関する事項 

① 歳入関係事務 

 

キ）税外収入徴収簿 

年度当初、予め税外収入徴収簿を準備してお

き、その更新を周知徹底することとする。 

（防災危機管理課） 

 

税外収入徴収簿を作成し、必要な収入につい

て管理を行うよう周知徹底を図っている。 

（福祉総務課） 

 

貸付金収入である「豊島健康診査センター貸

付金」について、平成３０年度分より税外収入

徴収簿を作成し、歳入が確認でき次第記入でき

るよう体制を整えた。    （地域保健課） 

 

監査終了後、速やかに税外収入徴収簿を作成

し、記帳したところである。   （住宅課） 
 

指摘後、税外収入徴収簿を作成した。今年度

からは随時作成している。  （土木管理課） 

 

税外収入徴収簿の作成が未作成であったた

め、直ちに作成し、管理することとした。 

（税務課） 

 

直ちに税外収入徴収簿を作成するとともに、

指導事項について改めて課内周知を行い、作成

漏れがないよう徹底した。    （総務課） 

 

税外収入徴収簿の作成について、遺漏無きよ

う徹底している。   （学習・スポーツ課） 

 

事務監査の指導を受け、30 年度より税外徴収

簿を作成し、対応を行った。 （公園緑地課） 

 

ク）現金出納簿（金銭出納員用） 

年度当初、現金出納簿（金銭出納員用）を予

め準備しておき、その更新を周知徹底すること

とする。        （防災危機管理課） 

 

現金出納簿（金銭出納員用）を作成した。今

後は、豊島区会計事務規則を遵守し、適正な事

務処理を行う。       （庁舎運営課） 
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予算科目の「目」ごとに一つの現金出納簿を

作成しなければならいないが、異なる３つの

「目」が一つの現金出納簿に一緒に記載されて

いた。 

（税務課） 

指摘を受け、平成 30 年度より作成している。

（区民活動推進課） 

 

区民ひろば清和については、直ちに現金出納

簿を作成した。    （地域区民ひろば課） 

 

備えるべきであった現金出納簿（金銭出納員

用）について作成した。 （文化デザイン課） 

 

現金出納簿について、異なる３つの「目」が

一つの現金出納簿に一緒に記載されていたた

め、「目」ごとに作成することとした。（税務課） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所管部課: 

防災危機管理課、福祉総務課、地域保健課、住

宅課、土木管理課、税務課、総務課、学習・ス

ポーツ課、公園緑地課、庁舎運営課、区民活動

推進課、地域区民ひろば課(区民ひろば清和第

一・第二)、文化デザイン課 
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平成３０年度定期監査結果報告における 

監査委員指導に対する措置状況等報告書 

監査結果報告における指導事項 左の指導事項に対する措置状況等 

第６ ２ 指導事項 

（２）会計処理に関する事項 

② 歳出関係事務 

 

ア）補助金 

非常通報装置（学校 110 番）の設置経費につ

いて、「豊島区私立保育所設置経費等補助要綱」

に基づき認可保育所設置・運営法人より補助金

交付申請を受けたが、申請書日付が年度末の平

成 30 年 3月 30 日であった。 

また、補助金交付法人から徴収した事業実績

報告書については、全て日付が記載されていな

かった。 

（保育課） 

 

「豊島区生ごみ処理機購入費助成金交付要

綱」に基づく助成金の請求にあたり必要な領収

書の一部に、代表者名の無記入や販売店の押印

漏れなど、要綱に定められた助成金請求要件に

合致しない状況であったにもかかわらず、助成

金を交付していた。 

また、インターネット購入においては支払方

法が「代引き」だったため、領収書は運送会社

が発行したものだった。その領収書には品名等

の明記がなく、購入品の保証書に記載の品名や

購入者名等との関係性が不明な状況であった。

今後、購入方法として多用される可能性のある

インターネット購入など、代引き支払いへの対

応も併せて検討されたい。 

（ごみ減量推進課） 

 

イ）負担金 

「としま国際アート・カルチャーフォーラ

ム」の実施に関する負担金について、としま文

化フォーラム実行委員会の事務局次長への委

任状では「負担金受領のみ」が委任されていた

が、「請求書」、「負担金拠出願」、「負担金清算

書」についても権限受任していない事務局次長

名で提出されていた。 

（区長室） 

第６ ２ 指導事項 

（２）会計処理に関する事項 

② 歳出関係事務 

 

ア）補助金 
申請開始可能な時期から交付申請を受けら

れるよう、検討している。また法人より提出さ

れた実績報告の日付に記入漏れがあったこと

を周知し、記入済みであることの確認漏れが無

いよう是正した。        （保育課） 

 

 

 

 

 

「豊島区生ごみ処理機購入費助成金交付要

綱」に基づく助成金の請求にあたり添付する領

収書の記載要件を必要最低限な内容に見直し、

区民が申請しやすい形に要綱を改訂した。 
代引きについては、監査指摘後、代引きでの

支払いは助成金の対象外であることを申請者

に伝えるようにした。  （ごみ減量推進課） 

 

 

 

 

 

 

 

 
イ）負担金 

「としま国際アート・カルチャーフォーラ

ム」の実施に関する負担金について、平成 30 年

度より、としま国際アート・カルチャーフォー

ラム実行委員会の事務局次長への委任状に「負

担金受領等」と変更し、負担金受領以外（負担

金拠出願、負担金清算含む）についても権限委

任する内容に修正した。    （区長室） 

所管部課: 保育課。ごみ減量推進課、区長室 
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平成３０年度定期監査結果報告における 

監査委員指導に対する措置状況等報告書 

監査結果報告における指導事項 左の指導事項に対する措置状況等 

第６ ２ 指導事項 

（３）庶務事務に関する事項 

① 郵券等金券管理 

 

ア）郵券等受払簿の訂正処理について、訂正

後の押印漏れが散見された。 

また、上書きによる訂正など、不適切な処理

が行われていた。二重線による抹消後、訂正印

を押印する訂正方法により処理されたい。 

（男女平等推進センター、総合窓口課、西部

区民事務所、環境政策課、環境保全課、ごみ減

量推進課、福祉総務課、介護保険課、健康推進

課、子育て支援課、子育て支援課(東部子ども家

庭支援センター)、土木管理課、学校施設課） 

 

なお、以下に示す課は、前年度に引き続く指

導である。すみやかにかつ確実に是正されるよ

う重ねて申し添える。 

（文化デザイン課、長崎健康相談所） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第６ ２ 指導事項 

（３）庶務事務に関する事項 

① 郵券等金券管理 

 

ア） 

上書きによる訂正の禁止等、郵券等受払簿の正し

い訂正処理について、課職員に口頭で注意を促すと

ともに文書で回覧した。また、定期的に受払簿と郵

券の枚数の整合を確認する際も、チェックしてい

る。         （男女平等推進センター） 

 

郵券等受払簿の訂正処理について、定期監査での

指摘がされた後、二重線による抹消後、訂正印を押

印する訂正方法により処理するよう改善した。 

（総合窓口課） 

 

郵券受払簿の訂正処理について、必ず二重線によ

る抹消後、訂正印を押印するよう徹底を図った。 

（西部区民事務所） 

 

訂正印の押印漏れについて、押印措置を講じ、再

発防止を課内に周知徹底した。  （環境政策課） 

 

訂正印の押印漏れがあったため、押印措置を講じ

るとともに、再発防止するよう課内に周知した。 

（環境保全課） 

 

指摘後、訂正箇所について直ちに押印し、適正な

管理を行なっている。    （ごみ減量推進課） 

 

当該指導があった旨の注意喚起を行い、適正な処

理を行うよう課内周知徹底を図っている。 

（福祉総務課） 
 

訂正方法について、改めて課内で周知した。また

月次の点検時に記載内容等について確認するよう

徹底した。           （介護保険課） 

 

訂正が生じた際は、訂正部分を二重線で抹消し訂

正印を押すこと、修正液等は使わないこと、使用枚

数と残枚数を確認することを課内に周知徹底した。

毎月末集計の際に、庶務担当者及び係長において修

正や枚数に誤りがないか点検を行っていく。 

（健康推進課） 

 

郵券受払簿の訂正処理を訂正印にておこなうよ

う担当係長及びセンター長から担当職員へ指示し、
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イ）郵券受払簿において、鉛筆による記載が

見受けられた。文書の改ざんが容易にできない

よう、適正に処理されたい。 

（区民活動推進課、総合窓口課、豊島清掃事

務所、福祉総務課、生活福祉課、土木管理課） 

 

ウ）金券類（レターパック）の管理について、

受払簿と残枚数を確認したところ、146 枚

（74,460 円）分、受払簿への記載が漏れていた。

適正に処理されたい。 

（選挙管理委員会事務局） 

 

エ）郵券受払簿は作成していたが、その記載

内容には不足があるため、必要項目を備えるな

ど、書式を工夫されたい。 

（生活福祉課） 

 

オ）「ごみ処理券」の扱いについて、受払簿が

作成されていなかった。 

（ごみ減量推進課） 

改善措置を講じた。 

（子育て支援課（東部子ども家庭支援センター）） 

 

指摘のあった郵券等受払簿については速やかに

訂正処理し今年度からは郵券受払簿を改ざんがで

きないように電子化した。    （土木管理課） 

 

訂正処理について、事務監査指摘後、直ちに是正

した。前年度に引き続く指導であることを鑑みて、

関係職員へ再度周知を行った。 （文化デザイン課） 
 

改めて職員全体に適切な訂正方法を周知。受払簿

の様式も変更し、記載しやすく改善した。なお、所

属長への毎月の使用状況報告の際に事務担当者及

び係長により、訂正印漏れ等がないか前月の記載状

況を定期的に確認している。 （長崎健康相談所） 

 

イ） 
当該受払簿の記載を適正に修正するとともに職

員に周知徹底した。     （区民活動推進課） 

郵券受払簿において、文書の改ざんが容易にでき

ないよう、鉛筆による記載は行わず、ボールペンに

よる記載にするよう改善した。  （総合窓口課） 

指導事項について、監査終了後、郵券受払簿への

記載はボールペンを使用するよう改め、訂正箇所は

二重線による抹消と訂正印の押印を行っている。 

（豊島清掃事務所） 

当該指導があった旨の注意喚起を行い、適正な処

理を行うよう課内周知徹底を図っている。 

（福祉総務課） 

受払簿を綴じたフラットファイルにひも付きボ

ールペンをつけて郵券使用者にペン書きを促した。 

（生活福祉課） 

指摘のあった郵券等受払簿については速やかに

訂正処理し今年度からは郵券受払簿を改ざんがで

きないように電子化した。    （土木管理課） 

 
エ） 

送付先欄にあらかじめ「他  件」と印字し、郵

券受け渡し時に宛先を記載するよう個別指導を行

った。             （生活福祉課） 

 

オ） 
指導を受け、直ちに「ごみ処理券」受払簿を作成

し、適正な管理を行っている。 （ごみ減量推進課） 

所管部課: 

男女平等推進センター、総合窓口課、西部区民事務

所、環境政策課、環境保全課、ごみ減量推進課、福

祉総務課、介護保険課、健康推進課、子育て支援課、

子育て支援課(東部子ども家庭支援センター)、土

木管理課、学校施設課、文化デザイン課、長崎健康

相談所、区民活動推進課、豊島清掃事務所、生活福

祉課、選挙管理委員会事務局 
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平成３０年度定期監査結果報告における 

監査委員指導に対する措置状況等報告書 

監査結果報告における指導事項 左の指導事項に対する措置状況等 

第６ ２ 指導事項 

（３）庶務事務に関する事項 

② 印影簿管理 

 

豊島区公印規則第７条及び豊島区教育委員

会公印規則第７条により、公印管守者は、公印

の印影を印影簿により保存すると定められて

いるが、押印が漏れているものがあった。公印

を適正に管理するよう、すみやかに是正された

い。 

（区民活動推進課、ごみ減量推進課、西部生

活福祉課） 

 

③ 現金出納簿（資金前渡受者用） 

ア）豊島区会計事務規則第 105 条により資金

の前渡を受けたものは、現金出納簿を備えて、

現金の出納を整理しなければならないとされ

ている。 

しかし、一部、還付金について現金出納簿（資

金前渡受者用）を作成していなかった。 

（保育課） 

 

イ）資金前渡を受けた現金は、予算科目の

「節」単位ごとに現金出納簿へ記載し、その現

金・預金の受払い及び残額について明確にしな

ければならない。また、予算科目の「目」の中

で複数の「節」において資金前渡を受けた場合

は、「節」単位での現金出納簿の他に、総括表と

して「目」単位での現金出納簿も必要であるが、

作成されていなかった。 

（ごみ減量推進課、障害福祉課、子育て支援

課） 

 

ウ）総括表は作成していたが、総括表及び節

別内訳の記載内容には不足があるため、会計事

務規則第 93 号様式へ変更されたい。 

（情報管理課） 

第６ ２ 指導事項 

（３）庶務事務に関する事項 

② 印影簿管理 

 

豊島区公印規則第７条に沿って是正した。 

（区民活動推進課） 

押印が漏れていたものについては、指導後直

ちに押印し、適切な管理を行なっている。 

（ごみ減量推進課） 

割印の押印が漏れていたので、印影簿に押印

をし、公印を適正に管理するよう是正した。 

（西部生活福祉課） 

 
③ 現金出納簿（資金前渡受者用） 

ア） 

指導後、作成漏れのあった還付金について、

現金出納簿を作成した。     （保育課） 

 
イ） 

指摘後、直ちに総括表を作成し、適切な管理

を行なっている。    （ごみ減量推進課） 

事務監査での指導を受け、現金出納簿（資金

前渡受者用）に「節」単位の現金出納簿の他に、

総括表として「目」単位での現金出納簿を追加

作成した。         （障害福祉課） 

現金出納簿の作成方法について（目）単位に

おいても作成するよう担当係長から担当職員

へ指示し、改善措置を講じた。（子育て支援課） 

 

ウ） 

指導を受けた記載内容の不足については会

事事務規則第 93号様式に変更済みである。 

（情報管理課） 

所管部課: 
区民活動推進課、ごみ減量推進課、西部生活

福祉課、保育課、障害福祉課、子育て支援課、

情報管理課 
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平成３０年度定期監査結果報告における 

監査委員指導に対する措置状況等報告書 

監査結果報告における指導事項 左の指導事項に対する措置状況等 

第６ ２ 指導事項 

（３）庶務事務に関する事項 

④ 備品管理 

 

ア）豊島区物品管理規則第 25 条第 1 項によ

り、物品出納員は備品整理票を作成し当該備品

に添えて供用者に引き渡さなければならず、ま

た第２項により備品整理票に修繕に関する事

項を記載整理しなければならないと定められ

ている。しかし、修繕（自動車の定期点検、車

検などを含む）に関する記述がなされていない

もの、また保守点検に関する記述がなされてい

ないものがあった。 

（地域まちづくり課、道路整備課） 

 

イ）豊島区物品管理規則第 30 条第 1項では、

「出納員は、その保管している不用品のうち、

前条第１項各号（１．売却の価格が売却に要す

る費用を償えないもの。２．買受人がいないも

の。３．前各号のほか、売却を不適当と認める

もの。）のいずれかに該当するものがあるとき

には、適宜取りまとめ、不用品廃棄処分調書を

作成し、会計管理者に送付するとともに、焼却

又は棄却をしなければならない。」とされてい

る。また、会計管理室作成の会計事務総合マニ

ュアルにおいても、不用品廃棄処分をした際に

は、「廃棄」「棄却」等、備品整理票へ記載する

ものとされているが、その処理がされていなか

った。 

（生活福祉課） 

第６ ２ 指導事項 

（３）庶務事務に関する事項 

④  備品管理 

 

ア） 

備品整理票に保守点検に関する記述が一部

なされていなかったため記載するとともに、今

後、修繕・保守点検を実施した際は、記載を必

ずするよう物品出納員・物品供用者に周知し、

記載の徹底を図っていく。（地域まちづくり課） 

道路工事事務所の車両のクラッチ修繕をし

た際、備品台帳にその記載をしていなかった。

速やかに記載し、今後記載漏れのないようにす

る。            （道路整備課） 

 

イ） 

財務情報システムで指定備品の廃棄処理を

し、備品整理票への記載を行った。 

（生活福祉課） 

 

所管部課: 地域まちづくり課、道路整備課、生活福祉課 
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平成３０年度定期監査結果報告における 

監査委員指導に対する措置状況等報告書 

監査結果報告における指導事項 左の指導事項に対する措置状況等 

第６ ２ 指導事項 

（４）私費会計に関する事項 

① 学校徴収金 

ア）３学年の教材費・移動教室等の出納簿に

ついては、納品書及び請求書がほとんど添付さ

れておらず、また鉛筆による記載も見受けられ

た。月計・年累計もないなど多くの記入漏れに

より未完成の状態にもかかわらず、副校長・校

長ほか２名により確認印が押印されていた。早

急に改善されたい。 

（清和小学校） 

 

イ）学校徴収金事務取扱要綱第８条及び第 11 

条において、学校徴収金（給食費、教材費、校

外学習費等）については、２名以上の会計監査

委員（うち保護者１名以上）による監査を受け、

保護者に報告することとされているが、4 月 16

日付で監査実施の署名・押印があったのは会計 

監査委員としての保護者１名のみであった。

早急に改善されたい。 

（清和小学校） 

 

ウ）職員の給食費を集める徴収袋において、

領収日、領収金額、領収印などの欄への記載漏

れや訂正後の押印漏れ、上書きによる訂正がな

されていた。現金の授受に関するものであり、

適正に処理されたい。 

（駒込中学校） 

第６ ２ 指導事項 

（４）私費会計に関する事項 

① 学校徴収金 

 

教育委員会にて回答 

所管部課: 清和小学校、駒込中学校 
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平成３０年度定期監査結果報告における 

監査委員指導に対する措置状況等報告書 

監査結果報告における指導事項 左の指導事項に対する措置状況等 

第６ ２ 指導事項 

（５）その他（共通事項）の事項 

① 契約事務の適正化 

 

平成 29 年度に実施した行政監査結果報告や

これまでの定期監査結果報告において指導し

ているところではあるが、今年度においても多

くの課では、未だ見積徴取漏れや委託契約時の

監督員指定漏れ、受託事業者への監督員通知漏

れ等、契約事務処理における基本的な誤りが発

生している状況にある。 

契約事務を統括する立場にある契約課とし

て、職員の財務会計システムの操作研修だけで

はなく、契約事務の基礎的知識の習得及び知識

の向上と事務処理ミスや再発の防止に繋がる

研修の実施等、契約事務に携わる職員の適正な

事務処理が確保されるよう対策を強化された

い。 

また、各課においては豊島区契約事務規則第

３条の２「契約事務の分掌の特例」によって、

課の所管に属する事務に係る契約のうち、特定

の契約事務に関しては主管課契約として処理

を行うものとなっている。 

事務処理ミスの多くは、この主管課契約事務

で発生している。各課は、契約事務の研修参加、

契約課が作成した「契約事務の手引き」「随意契

約ガイドライン」等を教材としたＯＪＴ等を活

用するなどして、課内での内部統制意識の高揚

と職員育成に努め、正確な主管課契約事務及び

書類の作成に努められたい。 

（契約課、各課） 

第６ ２ 指導事項 

（５）その他（共通事項）の事項 

① 契約事務の適正化 

 

契約課としても、事務処理ミスの多くが主管

課契約において発生していることは認識して

いる。そのため平成 30 年度の契約実務研修に

おいても、操作研修だけでなく契約事務の基礎

的知識等にも重点を置いた研修を行った。平成

31 年度に向けては受講対象を係長級に広げ、よ

り事務処理ミスの再発防止につながるような

研修を検討していく。       (契約課) 

所管部課: 契約課、各課 
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平成３０年度定期監査結果報告における 

監査委員指導に対する措置状況等報告書 

監査結果報告における指導事項 左の指導事項に対する措置状況等 

第６ ２ 指導事項 

（５）その他（共通事項）の事項 

② 会計事務の適正化 

 

毎年度の定期監査結果報告書においても指

導しているところではあるが、今年度において

も多くの課では、調定額通知書起案本文に根拠

法令、収入科目などの必要事項が記載されてい

ないにもかかわらず決定されているものや納

入通知書を発行する際の納期限が守られてい

ない、さらには現金出納簿、税外収入徴収簿が

作成されていないなど、会計事務処理における

基本的な誤りが発生している状況にある。 

会計事務を統括する立場にある会計課とし

て、これら会計事務処理ミスや再発の防止に繋

がる研修会等、職員の更なるレベルアップに向

けた対策を強化されたい。さらに、歳入関係の

調定事務や現金出納事務処理についても財務

会計システムに依拠するのみではなく、積極的

に関与し、主管課が豊島区会計事務規則に則し

た正確な処理ができるように指導を強化され

たい。 

また、各課においては、豊島区会計事務規則

第９条「会計管理者の事務の一部委任」により、

課の審査出納員は特定の支出命令書に限り、審

査に関する事務が委任されている。いわゆる主

管課審査の支出命令であるが、事務処理ミスは

この主管課審査の支出命令関連で発生してい

る事例が多い。課の審査出納員は出納審査に関

する意識改革と審査能力の向上を図り、適正な

審査に努められたい。 

各課においては、会計事務の研修参加、会計

事務総合マニュアルや会計事務ハンドブック

等を教材としたＯＪＴ等を活用するなどして、

課内での内部統制意識の高揚と職員育成に努

め、正確な収支命令関係事務及び書類の作成に

努められたい。 

なお、指摘事項にあるとおり、今年度におい

ては、経費の支出に関する文書管理システム上

の課長決定がないにもかかわらす経費の支払

い処理がされた事案があった。今後も、事務ミ

スや事故防止のための研修は、個人のスキルア

ップのために継続する必要があるが、事務ミス

や事故を防ぐためには、人とシステムによる両

面からのチェックが不可欠である。経費の支出

に関わる文書及び財務会計システムについて、

第６ ２ 指導事項 

（５）その他（共通事項）の事項 

② 会計事務の適正化 

 

事務処理ミスを減少させるために、以下の対

策を講じる。 

・今後も引き続き経理員を配置する。(31 年度

２課を予定) 

・返戻した支出命令書の理由、件数、注意点等

をまとめメールにより庁内周知を行った。（30

年 10 月） 

・会計事故防止研修、会計事務ミス防止研修等

を実施する。（前期 5 月、後記 31 年 2 月を予

定） 

・会計事務 Q＆A のポータル掲載(31 年 2 月を

予定)さらに、返戻の多い課に対する特別研修

の実施を検討している。 

また、歳入に関しては、従来、初級者向け研

修のみを実施していたが、平成３０年度からは

事故防止研修や事務ミス防止研修の中でも指

導を行っている。３１年度は研修内容を工夫し

実施する。 

今後は研修内容をさらに充実するとともに、

年度末や始めに各課あてに通知する文書等を

通じ、さらなる注意喚起を行っていきたい。 

（会計課） 

今後導入予定である新文書管理システムに

おいては、指導事項を踏まえて、事務ミス防止

につながるチェック機能の構築を検討する。 

（総務課） 
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例えば、課長が電子決裁する前の帳票類の印刷

や執行手続き等の事務操作をできなくするな

ど、両システムのチェック機能の充実を図り、

今以上に事務ミスや事故を未然に防ぐための

対策を強化されたい。 

（総務課、会計課、各課） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所管部課: 総務課、会計課、各課 

 



- 28 - 

平成３０年度定期監査結果報告における 

監査委員意見・要望に対する措置状況等報告書 

監査結果報告における意見・要望 左の意見・要望に対する措置状況等 

第７ ３ 意見・要望 

（１）実行委員会に対する負担金の支出の適正

化について 

 

１）区では、さまざまな施策分野で、区民や
地域団体、ＮＰＯ法人、事業者など、多様な主
体の参加による各種イベントや公民連携事業
が行われている。 

これらの事業は、各団体による実行委員会が
設置され、区が自ら実行委員会の構成員の一員
として参加し、負担金を支出していることが多
い。 

実行委員会は、その構成員が持つ多様なノウ
ハウを活かしながら、事業資金を調達し、事業
目標に向けて協働関係を築くことで、よりイン
パクトのある事業を効果的かつ効率的に展開
することが可能となる。一方で、区は自ら直接
事業を執行せず、事業主体は実行委員会となる
ことから、事業収支の明確化については、特に
留意しなければならない。 

区では、今後も、2019 年東アジア文化都市を
はじめとして、実行委員会を主体とした数々の
事業展開が見込まれており、負担金の執行に対
する説明責任が求められている。 

２）実行委員会に対する区の負担金支出が適
正に行われているかを確認したところ、負担金
の額の算出根拠が不明確な事例が見受けられ
た。 

また、区民活動支援事業補助金については、
審査委員会による附属機関の審査が行われる
が、負担金については、このような審査の仕組
みがなく、主管課において負担金がどのような
経費等に充当されているのか把握できていな
い事例が見受けられた。 

３）区の負担金が交付されている以上、実行
委員会においては、金銭管理の透明性を確保す
るために、公金に準じた事務の執行が求められ
るところである。 

このため、区においては、負担金充当の適正
性と充当先等を明確にするとともに、実行委員
会に対して、負担金に関わる事業費全体の事業
報告書・決算報告書の提出を求め、活動状況や
収支状況を確認したうえで、適正な額の負担金
を交付することが望ましい。 

主管課は、実行委員会に対する指導や事務の
点検等を適切に行い、健全な運営ができるよ
う、業務の適正化に取り組まれたい。 

（文化デザイン課、文化観光課、関係各課） 

第７ ３ 意見・要望 

（１）実行委員会に対する負担金の支出の適正

化について 

 

区は、負担金の支出に際し、実行委員会にて
承認された実行委員会の事業予算に基づく交
付申請を受け、事業内容及び収支の見込みを把
握したうえで支出手続きを行っている。 

また、事業報告として、実施報告書と収支状
況及びその内訳が明記された収支報告書の提
出を受け、当該実行委員会の活動状況及び収支
状況、支出内容を確認したうえで負担金の清算
処理を行っている。 

今後も、実行委員会の健全な運営、負担金の
適正な支出のため、当該事業の実施報告書、事
業全体に係る収支報告書の提出を受け、実行委
員会の活動状況、収支状況の把握に努めてい
く。 

東アジア文化都市 2019 豊島実行委員会にお
いては区の会計事務規則、契約事務規則を参考
にした各種規程を設けるとともに、負担金の執
行にあたる実行委員会決裁において区職員が
審査することで負担金の適正な執行を図って
いる。          

（文化デザイン課） 
 
補助金の執行にあたっては、補助金が税金そ

の他重要な財源でまかなわれていることを留
意し、区としても、負担金充当の適正性と充当
先等を明確にするとともに、実行委員会に対し
て、負担金に関わる事業費全体の事業報告書・
決算報告書の提出を求め、活動状況や収支状況
を確認し、公正かつ効率的に執行するように明
確にしていく。        

（文化観光課） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

所管部課: 文化デザイン課、文化観光課、関係各課 
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平成３０年度定期監査結果報告における 

監査委員意見・要望に対する措置状況等報告書 

監査結果報告における意見・要望 左の意見・要望に対する措置状況等 

第７ ３ 意見・要望 

（２）小中学校の改築改修と救援センター機能

の確保について 

 

１）区は、豊島区地域防災計画において、住

宅が被災した場合に、一定期間、避難生活をす

る場所として、区内の区立小中学校等 36 ヶ所

を救援センターとして指定している。また、救

援センターは、災害時の情報連絡や、給水・給

食、医療救護など支援の拠点にもなっている。 

区立小中学校においては、平成 26 年 3 月に

策定された「豊島区立小中学校改築計画 第一

次改訂」によると、平成 30 年度以降の改築予

定校 21 校のうち、９校が平成 34年度までに築

50 年を超え、改修・改築が必要な時期を迎える。

第一次改訂における改築校は、改築校選定の考

えに基づき、池袋第一小学校は平成 32年 4 月、

千川中学校においては平成 35 年 4 月に改築す

る計画であり、残り 19 校の今後の学校改修に

ついては、長寿命化計画の中で検討が予定され

ている。 

 

（表 省略） 

 

２）区立小中学校の救援センター機能につい

ては、改築にあたっては、屋上への太陽光パネ

ルの設置や、体育館への冷暖房設備、72 時間分

の電力を確保するための非常用発電設備、プー

ルの水を校庭にあるマンホールトイレの洗浄

水として活用する設備等が用意されたが、改修

にとどまる学校については、既存建物の構造上

の制約もあり、必ずしも十分な機能確保が図ら

れていない。 

 

３）救援センターは、災害から区民の命を守

る拠点であり、特に、高齢者や障害者等の要配

慮者への対応や、トイレ環境の整備は、極めて

重要な機能である。 

区は、現状の各学校において、ユニバーサル

デザインの観点から救援センターとしての機

能がどれだけ対応できているか等を点検する

とともに、必要な機能の優先度を明らかにし、

今後の施設改修・改築の際には、ユニバーサル

デザインの観点が十分に考慮された長寿命化

計画が作成されるよう検討されたい。 

（防災危機管理課、学校施設課） 

第７ ３ 意見・要望 

（２）小中学校の改築改修と救援センター機能

の確保について 

 

教育委員会にて回答 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３）「豊島区地域防災計画」においては、要配

慮者を受け入れるスペースとして「福祉室」を

設けることとなっている。 

受け入れにあたっては十分に留意するとと

もに、トイレ等の整備についても要望の趣旨を

踏まえた改修等を今後も学校施設主管部局と

協議していくこととする。  

（防災危機管理課） 

所管部課: 防災危機管理課、学校施設課 
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平成３０年度定期監査結果報告における 

監査委員意見・要望に対する措置状況等報告書 

監査結果報告における意見・要望 左の意見・要望に対する措置状況等 

第７ ３ 意見・要望 

（３）区民集会室の有効活用について 

 

１）区は、区民に集会の場を提供し、区民の

福祉増進や文化生活の向上に寄与することを

目的として、豊島区立区民集会室条例により、

区内 29 ヶ所に区民集会室を設置している。こ

の区民集会室は、登録した団体によるサークル

活動や、地域住民の集会、勉強会などに利用さ

れ、地域コミュニケーションの場として長きに

渡り親しまれ地域に定着している施設である。

しかし、区民集会室の平均利用率は、過去５年

間を見ても 50％に満たない状況が続いている

にもかかわらず、維持管理経費は各年１億円以

上支出しており、区有施設としては有効に活用

されているとはいえない状況である。 

 

２）平成 29 年度の区民集会室の年間の利用

率は平均 44.0％であるが、利用率が 30％に満

たない区民集会室が４ヶ所あった。過去５年間

の状況では、利用率が平均 78.3％と高い区民集

会室がある一方、22.2％と低いものもあり、

56.1 ポイントもの差が出ている。こうした利用

率の差は、各施設の交通の利便性や設備・構造

等も少なからず影響しているものと考えられ

る。 

 

（表 省略） 

 

３）区民集会室は区民の貴重な財産であり、

施設の利用率を向上させ、使用料収入の増額を

図るべきである。老朽化したテーブルや椅子等

の備品の入れ替えや、設備等の適切な更新を行

い、区民がより快適に利用できる環境整備を図

るとともに、地域の小規模な事業者が、会議や

研修等の目的でも利用できる新たな貸出ルー

ルを作ることにより、区民集会室の有効活用と

地域の発展及び活性化が図られるよう検討さ

れたい。 

（区民活動推進課、関係各課） 

第７ ３ 意見・要望 

（３）区民集会室の有効活用について 

 

区民集会室の利用率向上に向けた対策とし

ては、これまでも、登録団体の要件の緩和や、

図書館等の併設施設利用者に対する集会室利

用のＰＲなどの取り組みを行ってきていると

ころである。 

テーブルや椅子等の備品の老朽化について

は、以前より指摘されているところであり、今

回、施設改修計画と同様に、備品についても更

新計画を定めたところである。今後は、当計画

に基づき、順次備品を更新していく予定であ

る。 

事業者の利用については、条例において営利

目的の利用を認めていないことから、要綱にお

いて営利団体の業務活動について禁止してい

る。会議や研修等についても、広義には営利目

的に当たると解釈できるため禁止している。 

なお、営利団体であっても、区民集会室の設置

目的である区民の福祉増進及び文化生活の向

上に寄与する活動や、会社内のサークル活動等

については利用を認めている。 

区民集会室の有効活用及び利用率の向上に

向けた対策については、利用者の意見・要望等

も参考にしながら、今後も引き続き検討してい

く。          （区民活動推進課） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所管部課: 区民活動推進課、関係各課 
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平成３０年度定期監査結果報告における 

監査委員意見・要望に対する措置状況等報告書 

監査結果報告における意見・要望 左の意見・要望に対する措置状況等 

第７ ３ 意見・要望 

（４）外国人の国民健康保険料の収納対策につい

て 

 

１）豊島区の住民登録者数は、平成 17 年以

降、年々増加しており、本年 7月には昭和 53 年

以来 40 年ぶりに 29 万人を超えた。これに対

し、国民健康保険被保険者数は後期高齢者医療

制度が創設されたことで全体としては年々減

少しているものの、外国人の国民健康保険被保

険者数は毎年増加し、右肩上がりの状況であ

る。 

また、保険料では賄いきれない医療費等の不

足額は特別区民税等の一般会計収入から繰り

入れられているが、その額は平成 29 年度では

30 億 224 万円にもなっている。 

このような環境のなか、国民健康保険料の収

納対策については、税などの公金収納と同様

に、豊島区収納対策本部による収納推進基本方

針に基づき、様々な収納チャンネルによる対策

が取られており、外国人が通う日本語学校等に

対する外国人納付勧奨対策なども実施されて

いる。 

 

（表 省略） 

 

２）４公金の収納率の過去５年間の推移を見

ると、特別区民税、後期高齢者医療保険料及び

介護保険料については、いずれも前年度を上回

る収納率となっているが、国民健康保険料の収

納率だけが前年度に引き続き下降している。 

また、平成 24 年 7 月より住民基本台帳法の

一部改正され、３ヶ月以上日本に滞在する予定

で居住する住所地で住民登録をした留学生に

ついても、他の健康保険への加入がない限り全

て国民健康保険への加入が義務付けられたが、

平成 29 年度の外国人現年分国民健康保険料年

代別収納率を見ると合計は 53.49％であり、全

体の 82.84％より 29.35 ポイントも下回ってい

る。特に 20代の収納率は 35.45％と、他の年代

の収納率と比較しても大きく下回っている状

況である。 

一方、在留資格別外国人現住者数の推移を見

ると、留学生はこの５年間で倍増しており、毎

年度増加する留学生や日本人を含む若者世代

の国民健康保険料の未納が全体の収納率を下

げている実態がある。 

第７ ３ 意見・要望 

（４）外国人の国民健康保険料の収納対策につい

て 

 

豊島区の被保険者数は、日本人は直近 5年間

で 13,713 人減少している反面、外国人は 8,034

人増加している。その中でもベトナム人は

2,933 人、ネパール人は 2,453 人と急激に増加

しているが、その多くは留学生であり、学費・

生活費・祖国への仕送りのためにアルバイト等

での収入を得ている。 

外国人は入国初年度には均等割のみ賦課さ

れ、軽減措置も受けられるが、次年度以降、前

年度の所得によっては軽減措置が受けられず、

所得割も賦課され、保険料が高くなる。そのた

め、入国初年度よりも次年度から保険料を支払

わない者が増加すると思われる。 

今年度は対策として、外国語対応相談員（中

国・ベトナム語）の設置、SMS を活用した催告

の実施、資格の適正化による回収不能調定額の

抑制、給与差押チームによる差押の強化、執行

停止基準の策定による適切な執行停止処分の

実施、法律事務所催告に係る協議の実施により

収納率の向上に努めてきたが、状況の改善には

至っていない。 

今後は、外国人の自主納付率を向上させるた

めの対応策の研究、他自治体との情報交換も進

めていき、自主納付の望めない者に対しては給

与差押のさらなる推進・捜索実施のための体制

も整備していく。 

また、高額の滞納累積案件については既存の

調査結果と現状確認による整理の推進を徹底

していく。 

併せて、前年度に差押実績のある案件、一定

の調査をしても財産を発見できない案件、転

出・職権消除による居所不明案件については徴

収効率を勘案して早期の見極めを行うことも

検討していく。 

回収不能調定額の抑制に向けた施策として、

住民登録が削除された外国人の資格喪失を随

時行うと同時に、保険証や督促状等が宛所不明

で返戻となった被保険者の管理を徹底し、速や

かに総合窓口課へ住民登録の実態調査依頼を

行っていくものとする。 

日本語学校訪問については、単に納付勧奨を

行うのではなく、納付書の送付先として指定

し、留学生本人に渡す協力依頼を試みる検討を



- 32 - 

区は、増加する外国人留学生の保険料納付対

策として、保険料納付勧奨ＰＲを行ったが、区

内や近隣にある多くの日本語学校等のうち、平

成 29 年度において実施した学校等は８ヶ所に

とどまっており、その周知や体制等は必ずしも

十分とは言えない状況である。 

今後も、外国人が増加していくことが想定さ

れるなか、留学生を含む若者世代の保険料の納

付率の向上が、国民健康保険料の収納率を改善

させる大きなポイントであるため、対策は急務

であると言える。 

 

３）若年層留学生を含む若者世代に対して

は、国民健康保険制度の理解と保険料納付の義

務に対する認識を深めてもらう必要がある。そ

のため区は、若年層留学生などに対しては、現

在実施している日本語学校等での保険料納付

勧奨ＰＲをさらに強化するとともに、日本への

入国前に国民健康保険制度を利用するための

情報提供の仕組みを検討するなど、具体的な対

策を講じながら、実効性ある外国人の国民健康

保険料の収納対策を講じられたい。 

（国民健康保険課） 

行う。また、入国前の情報提供には、どのよう

な方法が可能となるか、入国管理局や他区との

情報共有を図るとともに、入国後は転入手続時

の待合スペースにおいて、従来は多言語パンフ

レットを配布し納付勧奨を行っていたが、多文

化共生推進担当作成のＤＶＤを放映するなど、

多様な情報提供を行う。 

また、国外から入国した新規加入者について

は、その場で保険料を決定し納付書を交付する

ことで、郵送によるチラシでの説明ではなく、

直接丁寧な納付勧奨を行うようにする。 

（国民健康保険課） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所管部課: 国民健康保険課 
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平成３０年度定期監査結果報告における 

監査委員意見・要望に対する措置状況等報告書 

監査結果報告における意見・要望 左の意見・要望に対する措置状況等 

第７ ３ 意見・要望 

（５）特別養護老人ホーム等の福祉サービスに

関する情報開示について 

 

１）高齢化の進展や団塊世代が後期高齢者と

なる「2025 年問題」が間近に迫るなか、福祉事

業に対する区民の関心がますます高まってき

ており、区では、さまざまな福祉サービスに関

する事業について、ホームページや広報紙等に

より、区民へ情報提供を行っているところであ

る。 

特に、特別養護老人ホームに関する情報は、

入所希望者やその家族をはじめ、区民にとって

最も切実で必要とされる情報となっており、希

望施設への入所に関する状況が見えないこと

で日常生活や将来への不安に繋がることもあ

り、きめ細やかな情報提供が求められている。 

また、これらの福祉サービスを選択する際に

は、そのサービスを提供する社会福祉法人の運

営が適切なものとなっているかについても、事

業者選定において極めて重要な情報となる。 

区が所轄庁となる８つの社会福祉法人につ

いては、区は、豊島区社会福祉法人指導監査実

施要領に基づき、各法人３年に１度のサイクル

で、毎年、２から３法人の指導監査を実施して

おり、指導監査実施後、文書指摘事項及びそれ

に対する改善状況について、原則としてホーム

ページへ掲載し公開するとされている。 

 

２）このような観点から、平成 29 年度の情

報開示の状況について確認したところ、特別養

護老人ホームに関する情報においては、申請可

能なベッド数や、受入れが困難な場合として、

入所希望者の医療行為の内容など、各施設の状

況一覧は区ホームページで公開されていた。 

また、各施設が実施している入所の審査につ

いては、入所を希望する本人や介護者、住宅の

状況を「特別養護老人ホーム優先入所基準」と

照らし合わせて点数化し、その点数が大きいほ

ど入所優先度が高いとされるが、特別養護老人

ホームごとの点数別入所待機者数が公開され

ていないため、入所待機者は、点数別での待機

状況の情報が取得できない状況であった。 

豊島区社会福祉法人に対して毎年度実施し

ている指導監査の結果等においては、区ホーム

ページでの公開がされておらず、監査結果は不

明な状況になっていた。 

第７ ３ 意見・要望 

（５）特別養護老人ホーム等の福祉サービスに

関する情報開示について 

 

平成 29 年 4 月の改正社会福祉法完全施行に

伴い、法人運営に係る事務手続きが大きく変わ

る中、各法人においても少なからず混乱が生じ

てきた。 

そのような状況下での指導監査結果の公開

については、今回の法改正で新たに導入された

「社会福祉法人の財務諸表等電子開示システ

ム」を区ホームページにリンクさせることによ

り、そこで「所轄庁からの改善事項（文書指摘

事項）」及び「実施した改善内容」が閲覧できた

ため、8法人が一巡する 31 年度までは、それ以

上の積極的な公表は控えてきた。 

しかし、今回のご意見にもあるとおり、必ず

しも広く区民に周知されていない現状もある

ため、改正後2年目の指導監査が終了したのち、

31 年度上半期には新たなかたちでホームペー

ジ上に公表していきたい。  

 （福祉総務課） 

 

区ホームページへの特別養護老人ホーム各

施設の点数別入所待機者数公開については、社

会福祉法人東京都社会福祉協議会東京都高齢

者福祉施設協議会豊島区施設長会と協議を行

っているところであり、公開に向けて解り易い

情報提供方法を検討する。  

（高齢者福祉課） 
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３）特別養護老人ホームごとの定員や既入所

者数、定員数に対する入所希望者数等の基本と

なる情報の他、各施設の入所審査の評価点を各

施設単位で定期的に公開することで、入所待機

者は、自己の点数を基に入所優先順位等を確認

することができ、現在の待機状況も把握できる

ようになる。各施設への入所に関わる情報がブ

ラックボックス化にならないように、利用者目

線に立ち、区ホームページへ施設ごとに点数別

入所待機者の状況を解り易く掲載されるよう

改善を図られたい。 

また、豊島区社会福祉法人に対する指導監査

実施結果及び文書指摘事項等については、実施

要領を遵守し、必ず区ホームページに掲載する

ことで、広く区民等へ周知することを徹底され

たい。 

（福祉総務課、高齢者福祉課） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所管部課: 福祉総務課、高齢者福祉課 
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平成３０年度定期監査結果報告における 

監査委員意見・要望に対する措置状況等報告書 

監査結果報告における意見・要望 左の意見・要望に対する措置状況等 

第７ ３ 意見・要望 

（６）障害者差別解消法に対する職員の意識啓

発について 

 

１）平成 18 年、国連において障害者の権利

に関する条約が採択され、障害者の権利保護に

向けた取り組みが国際的に進展するなか、平成

23 年には障害者基本法が改正され、同法第４条

に「差別の禁止」が規定された。この差別の禁

止に関する基本原則を具体化する法律が「障害

を理由とする差別の解消の推進に関する法律」

（障害者差別解消法）であり、平成 28 年 4 月

より施行されている。 

区は基礎自治体として、区民への身近なサー

ビスを提供しており、すべての職員が障害者差

別解消法を正しく理解し、福祉分野はもとよ

り、まちづくりを含めた日常生活に関わる全て

の分野において、法の趣旨を踏まえた施策の展

開が求められている。 

このため区では、平成 28 年 5 月に豊島区職

員対応要領を策定し、以後、障害者権利擁護協

議会の設置や職員対応マニュアルを作成する

など、障害者差別解消法に関する取り組みが行

われている。しかし、平成 28 年度に行った障

害者差別解消法に関する職員アンケートでは、

障害者差別解消法を知らない、または内容がわ

からないと回答した者は、有効回答 1,674 名の

内、65.6％にあたる 1,098 名にも及んでいた。 

 

（図 省略） 

 

２）このような観点から、平成 29 年度の障

害者差別解消法に関する普及啓発の取組み状

況等について確認したところ、区民向けイベン

トや人権週間パネル展などの周知啓発事業に

加えて、障害者サポート講座や、指定管理者や

業務受託者向け対応マニュアルの発行など、新

たな取組みも行われていた。 

一方、職員向けの普及啓発においては、区職

員研修、イエローリボンによる啓発事業や職員

向けメールマガジンを発行しているものの、研

修への参加者は 55 名にとどまっており、啓発

の一環であるならば不十分な状況であった。 

また今年度より、ｅ－ラーニングによる障害

者差別解消法に関する自己研修が行える環境

は整っているが、現状ではどれだけ受講される

かは不明である。 

第７ ３ 意見・要望 

（６）障害者差別解消法に対する職員の意識啓

発について 

 

現在 e－ラーニングシステムを活用し、障害

者差別解消法について、非常勤職員、臨時職員

を含め OJT を実施している。 

今後、システムの機能を充実させ、受講の確

認や修了テストなどにより、職員のさらなる理

解促進に取り組む。   

（人材育成担当課長） 

 

障害サポート講座・手話ソングDVDを作成し、

平成 30 年度に各区民ひろばに配布して、区民

が積極的に障害者を手助けできるよう区民ひ

ろばで障害者サポート講座を実施して活用し

ており、保健所で実施の食品関係事業者向け講

習会においては、障害者差別解消法に係るパン

フレットを配布し周知啓発を行っている。 

さらに、全職員を対象とした障害者差別解消

法にかかる e－ラーニングによる研修を、今後

も内容を更新して継続して実施していく。ま

た、都条例の施行、豊島区手話言語の普及及び

障害者の多様な意志疎通の促進に関する条例

の成立を受け、マニュアルの見直しを行い、障

害者の施設利用についてもより一層きめ細か

な配慮・改善につながるよう周知するととも

に、メールマガジンを活用した周知啓発を継続

実施する。          

（障害福祉課） 
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３）障害者差別解消法では、「差別的取扱いの

禁止」、「合理的配慮の不提供の禁止」は地方公

共団体等の義務であると規定している。 

このことを念頭に置き、職員一人ひとりが障

害者差別解消法の趣旨を理解したうえで、自ら

率先した行動が取れるようにならなければな

らない。そのためには、区民や事業者への周知

を行い、区は、職員全てに対し、職員対応要領

やマニュアルなどを改めて周知し、ｅ－ラーニ

ングによる悉皆研修や障害者施設等での実地

研修などを通じて、職員の意識改革にも積極的

に取り組まれたい。 

また、現在の区有施設においては、バリアフ

リー化や誰でもトイレの設置など、障害者等の

施設利用に対する対応は進んでいる。しかし、

往々にして一旦出来上がった区の施設は、次の

改修等までに時間を要することが多い。新たな 

施設建設や既存施設の改修・修繕等の際に

は、障害者団体等から意見徴取するなどして、

障害者の施設利用に対するきめ細やかな配慮・

改善に努められたい。 

（人事課、障害福祉課、関係各課） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所管部課: 人事課、障害福祉課、関係各課 
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平成３０年度定期監査結果報告における 

監査委員意見・要望に対する措置状況等報告書 

監査結果報告における意見・要望 左の意見・要望に対する措置状況等 

第７ ３ 意見・要望 

（７）保育の質の向上について 

 

１）区では、平成 26 年に、23 区で唯一消滅

可能性都市とされたことを契機に、持続発展都

市をめざし、「女性にやさしいまちづくり」「高

齢化への対応」「様々な地域との共生」「日本の

推進力」の４つの柱を掲げ、人口対策や地域活

性化に取り組んできた。このうち「女性にやさ

しいまちづくり」では、区内の待機児童数をゼ

ロにする方針が示され、これに基づき認可保育

所を平成 29 年度から新たに 13 ヶ所、平成 30

年度にも 13 ヶ所増設した結果、平成 29、30 年

度と２年連続で区内待機児童数ゼロを達成し

た。 

 

（表 省略） 

 

２）しかし、待機児童対策や多様な保育ニー

ズへの対応として、私立認可保育所等の数を急

増させた結果、経験の浅い若い保育士も増えて

おり、公立認可保育所とは異なり保育事業に長

年携わった経験豊かな従事者が少ない、園児を

遊ばせる園庭がないなどの保育所も存在して

いる。また、園医による０歳児健診については、

私立認可保育所の多くは月１回の実施である

のに対して、公立認可保育所は月３回実施して

いるなど、保育環境に公私格差が生じている。 

 

３）保育所保育は、本来的には各保育所の独

自性や運用方針等が尊重される。その一方で、

全ての子どもの最善の利益のためには、子ども

の健康や安全の確保、発達の保障等の観点か

ら、一定の保育の質を担保する仕組みが必要で

ある。 

区は、今後園児の受け入れ環境を整備するに

あたっては、将来の人口動向を踏まえつつ、区

内の公立及び私立認可保育所における保育に

携わる人材の育成や保育内容等についての指

針等を策定して、公私を問わず、すべての園児

により良い保育環境が提供できるよう検討さ

れたい。 

（保育課） 

第７ ３ 意見・要望 

（７）保育の質の向上について 

 

平成 31 年 3 月を目途に「保育の質ガイドラ

イン」の作成を進めている。区内の保育施設が

保育を実践するにあたっての基本的な指針とし

て作成するもので、保育者、事業者、更には保護

者、区民等との共通理解を図りながら、一定水

準の保育の質を確保、向上させていくことを目指

している。 

また、安全・安心な保育の提供のため、適正

運営の観点からの実地検査とともに、区立保育

園の元園長など経験豊かな保育士による区内

保育施設への巡回指導を実施している。 

加えて、私立の保育施設職員への研修機会の

提供やスキルアップのための費用助成を行う

ほか、園庭のない保育園も多いことから、小学

校との連携による校庭開放など屋外での遊び

場の確保等にも取り組んでいる。引き続き、保

育に携わる人材育成や保育内容の充実等を通

じ、公私を問わず、すべての園児により良い保

育環境が提供できるよう努めていく。 

（保育課） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所管部課: 保育課 
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平成３０年度定期監査結果報告における 

監査委員意見・要望に対する措置状況等報告書 

監査結果報告における意見・要望 左の意見・要望に対する措置状況等 

第７ ３ 意見・要望 

（８）耐震シェルター助成の促進について 

 

１）区は、災害に強い安全なまちづくりの緊

急対応として、豊島区耐震シェルター等設置助

成金交付要綱に基づき、平成 21 年 4 月から耐

震シェルター等設置助成金の交付を開始して

いる。これは、地震時の迅速な行動が困難な高

齢者や、体の不自由な区民の安全確保を促進

し、耐震シェルターを設置することで地震によ

る家屋の倒壊から命を守ることを目的として

いる。 

助成にあたっては、建物の建築時期、居住す

る方の年齢や障害の状況、世帯の所得や税の滞

納状況等が要件として規定されており、30 万円

を上限として助成対象経費の 10 分の 9 を交付

する仕組みとなっている。要件や助成額に違い

はあるものの、平成 29年 4 月 1日現在で 23 区

中 17 区において、同様の助成を行っている。 

内閣府の発表では、今後 30 年以内にマグニ

チュード７クラスの地震発生確率は約 70％と

発表しており、首都直下地震への備えは喫緊の

課題となっている。 

 

２）このような状況を踏まえ、耐震シェルタ

ー等設置補助事業の過去９年間の執行状況を

確認したところ、助成実績は５件にとどまって

おり、この間、区民への周知方法や助成要件に

ついては、特段の工夫や改善が行われていなか

った。 

 

（表 省略） 

 

３）首都直下地震の切迫性を踏まえた災害に

強く安全なまちづくりを目的としている助成

事業であるならば、区民に対する説明会やＰＲ

などを積極的に行ない、事業内容を周知するこ

とで、災害時の安全に対する備えについて理解

してもらう必要がある。 

区内には依然として築年数の古い木造住宅

が数多く存在している。大地震による家屋倒壊

から区民の命を守るため、対象年齢の引き下げ

や世帯所得額などの見直し、助成金額の引き上

げや自己負担の水準の見直しなど、改めて制度

の見直しを行い、耐震シェルターの普及に努め

られたい。 

（建築課） 

第７ ３ 意見・要望 

（８）耐震シェルター助成の促進について 

 

首都直下地震への備えが喫緊の課題とされ

ており、比較的安価で地震に備えられる「耐震

シェルター」の普及促進は、区の重要な施策の

１つである。 

そこで、耐震シェルター助成制度の助成要件

を一部見直し、平成３１年度より、世帯所得制

限の撤廃及び助成限度額を３０万円から６０

万円とし、その範囲内で経費の１０分の１０を

助成することとした。 

また、区民に対するＰＲ等については、区政

連絡会（池袋本町地区）で耐震助成事業の説明

を行い、町会に資料の回覧を行った。今後、説

明を行うエリアを広げて事業の周知に努めて

いく。              

（建築課） 

 

所管部課: 建築課 
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監査委員意見・要望に対する措置状況等報告書 

監査結果報告における意見・要望 左の意見・要望に対する措置状況等 

第７ ３ 意見・要望 

（９）施設監査について 

 

１）地域区民ひろば 

区民ひろば南大塚においては、２階交流ひろ
ばの柱に取り付けてあるコーナーガードが剥
がれ落ちていた。元々、ひろばを利用する子ど
も達などの安全を考えて取り付けたコーナー
ガードであるが、剥がれ落ちていては、その効
果はないものと同じである。 

区民ひろば南大塚の職員により、一定の補修
が繰り返されていることは見て取れるが、職員
による補修対応にも限界がある。時期を見極
め、事業者による修繕の対応をされたい。 

また、区民ひろば南大塚に限らず、他の区民
ひろばにおいても同様に、事業者による修繕を
必要とする箇所があると思われる。地域区民ひ
ろば課は、各施設長と連携を密にし、ひろば利
用者が安全に利用できる環境作りに努められ
たい。        （地域区民ひろば課） 

 
２）保育園 

東池袋第一保育園及び目白第一保育園にお
いては、園児が集まる部屋の網戸が破損してい
た。網戸は、春先から秋口にかけて活動する蚊
や、他の害虫対策にも必要不可欠である。平成
26 年の夏、日本国内で 69 年ぶりに蚊に刺され
たことでデング熱を発症した事例も記憶に新
しいところである。園児の衛生面、健康面を一
番に考え、迅速な修繕に当たられたい。 

また、他の保育園においても、網戸の破損や
軽微な修繕を要する箇所等は複数あると思わ
れる。保育課は、定期的に保育園の巡回をして
修繕箇所の確認を行い、必要と判断した軽微な
修繕は迅速に対応し、保育園に通う園児のより
良い環境作りに努められたい。 

園児の午睡（昼寝）時における安全対策は各
保育園において実施されているところである
が、目白第一保育園は、当番の職員はピンクの
襷を掛けて午睡中の園児を見回っていた。これ
は、大勢いる職員の中で、誰が午睡当番の職員
であるか一目で判別できるようにすると同時
に、午睡当番に専念する環境作り等を目的とし
ており、園として、安全な午睡と事故防止に対
する工夫がなされていた。他の保育園もこれら
を参考にするなどして、園児の午睡中事故防止
等に対し、さらなる工夫を図られたい。 

（保育課） 

第７ ３ 意見・要望 

（９）施設監査について 

 

１）地域区民ひろば 

各施設の施設・設備の老朽化や不具合につい
て、日常的に施設長（及び職員）と連携し状況
を把握しており、随時事業者による修繕対応を
行っている。 

区民ひろば南大塚２階の柱コーナーガード
についても事業者による修繕日程が組まれて
いたため、その後、早期に修繕が完了した。 

今後も各施設との連携をより強化し、安全・
安心・快適な環境作りを進めていく。 

（地域区民ひろば課） 
 
 
 
 
 
 
 

２）保育園 
ご指摘いただいた網戸の破損については、す

みやかに修繕を行った。 
毎月保育園では、安全点検を行い危険箇所、

修繕箇所の確認を行い、必要に応じて保育課も
同行し確認作業を行っている。引き続き、安全
点検を的確に実施し、迅速に修繕の対応するよ
う努める。 

午睡時の安全対策について、目白第一保育園
の実例を１０月の公立園長会で紹介し、周知し
各園で更なる工夫を依頼した。 

また、午睡中の児童の体動や睡眠姿勢を検知
し、事故が起こりうる状況時に警告音を発する
機器の導入の検討も開始した。保育園、保育課
で検討チーム構成し、よりよい機器の導入を目
指している。          （保育課） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所管部課: 地域区民ひろば課、保育課 
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第７ ３ 意見・要望 

（９）施設監査について 

 

３）子どもスキップ 
子どもスキップ長崎においては、不審者等か

ら児童の身を守る目的として設置している防
犯カメラが、児童が普段使用している出入口で
はなく、職員専用の出入口に設置されていた。
立地環境上、この出入口は外からの死角が多い
ため防犯カメラを設置しているとのことであ
るが、職員の使用時以外は施錠している出入口
である。 

防犯カメラは不審者等の対策には必要不可
欠な機器である。児童がより安心して安全なス
キップへ通えるよう、カメラの位置は防犯対策
上より効果的な場所への変更を検討されたい。
また、設置場所の変更が困難な場合は、児童の
出入口側への増設についても合わせて検討さ
れたい。         （放課後対策課） 

 
４）小学校 

区では、学校トイレ緊急改善推進事業によ
り、平成 28 年から平成 30 年の３ヶ年で、区内
小中学校トイレの洋式化実現に向けた工事等
が実施されているところであるが、長崎小学校
の体育館トイレについては、学校トイレ洋式化
の計画に含まれておらず、未だ和式トイレの状
況であった。この体育館トイレは児童が使用す
るだけではなく、施設の一般開放で体育館を利
用する方も使用するトイレでもある。また災害
発生時、各学校は救援センターとなり、状況も
さまざまな多くの方が避難して来る場所にな
るが、避難場所に一番近いトイレが和式トイレ
では、利用者に不都合が生じることもある。 

トイレ改修にあっては、校舎内トイレだけで
はなく、体育館トイレも含め学校敷地内にある
全てのトイレが洋式化になるよう、早急に検討
されたい。特に体育館トイレ改修については、
学校が救援センターになることも視野に入れ、
ユニバーサルデザインの観点も含めて検討さ
れたい。 

なお、長崎小学校の体育館においては、更衣
室及び現在使用されていない男女シャワー室
にカビが多く発生しており衛生面に問題があ
る。また更衣室には、多くの物が置かれていた。
これらについてもトイレの改修の検討に含め
対応されたい。 

（学校施設課） 

第７ ３ 意見・要望 

（９）施設監査について 

 

３）子どもスキップ 
 
教育委員会にて回答 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

４）小学校 
 

教育委員会にて回答 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

所管部課: 放課後対策課、学校施設課 

 



（写） 

 
30 豊教庶発第 2347 号 
平成３１年１月３１日 

 
 
豊島区監査委員 様 

 
豊島区教育委員会教育長 

                         三 田 一 則（公印） 

 
 
 

平成 30 年度定期監査結果報告における監査委員意見・要望 
に対する措置状況等について（回答） 

 
 
 
 
 標記監査結果報告において意見の付された事項について措置を講じたので、

地方自治法第１９９条第１２項に基づき、別紙のとおり通知します。 



 

 



 

平成３０年度定期監査結果報告における 

監査委員指摘に対する措置状況等報告書 

監査結果報告における指摘事項 左の指摘事項に対する措置状況等 

第６ １ 指摘事項 

（１）主管課契約における分割契約について 

区では豊島区契約事務規則第３条の２第１

項第３号において、予定価格が 50 万円以下の

契約については、主管課で契約を行うことが定

められている。 

また、豊島区随意契約ガイドラインでは、「第

４政令第 167 条の 2第 1項各号の解釈、運用」

（1）の⑤で、「予定価格が 50 万円を超える契

約は契約課で処理するもので、１件の契約を分

割して当該課において処理することは規則違

反の違法行為となり、厳に禁止する。」としてい

る。 

以下の３点の主管課契約については、契約内

容が一連のものであり、複数件に分割して契約

することについての合理的理由が認められな

いにもかかわらず分割契約したものであり、上

記の規定に違反する不適正な契約事務処理で

ある。 

① 総務課では、豊島区功労者表彰の記念品

の購入及び加工委託について、契約業者と契約

年月日が同一にもかかわらず、分割して契約を

締結していた。 

（総務課） 

 

② 環境保全課では、ガム取り機本体、予備バ

ッテリー及びバッテリーチャージャーの購入

について、同一の契約業者と契約期日が近接し

た複数の契約を締結していた。 

（環境保全課） 

 

③ 学校施設課では、池袋中学校グラウンド

南門前敷地の給水及び排水設備の修繕につい

て、契約業者と契約年月日が同一にもかかわら

ず、分割して契約を締結していた。 

（学校施設課） 

第６ １ 指摘事項 

（１）主管課契約における分割契約について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
③契約事務規則を順守するよう課内全職員

に、改めて周知徹底を図った。 

（学校施設課） 

所管部課: 総務課、環境保全課、学校施設課 

 



 

平成３０年度定期監査結果報告における 

監査委員指摘に対する措置状況等報告書 

監査結果報告における指摘事項 左の指摘事項に対する措置状況等 

第６ １ 指摘事項 

（５）日本スポーツ振興センター災害共済給付

金に係る不適正な事務処理について 

児童が校内で怪我をして医療機関を受診し

た場合、保護者が医療機関発行の「医療費等の

状況」を添付のうえ、学校を通じて日本スポー

ツ振興センターへ災害共済給付金申請をする

ことで、医療費総額の４割分（自己負担分３割

分に「療養に伴って要する費用」１割分加えた

額。ただし、豊島区子どもの医療費助成等を受

けたときは１割分のみ）が保護者へ給付され

る。 

なお、災害給付制度の掛金は、全額区が負担

している。 

巣鴨小学校においては、保護者より複数月分

の「医療費等の状況」を提出した申出に対し、

１ヶ月分の「医療費等の状況」については確認

が取れなかった。 

確認できなかった分については、日本スポー

ツ振興センターへの申請が不可能であるため、

学校長が私費により災害共済給付金相当額を

保護者へ支払っていた。 

本来、定められた制度に従い対応しなければ

ならないところを私費で支払ったことは、不適

正な事務処理である。 

（学務課、巣鴨小学校） 

第６ １ 指摘事項 

（５）日本スポーツ振興センター災害共済給付

金に係る不適正な事務処理について 

 

学校の対策として、「医療等の状況」等の重要

な書類の収受は児童を介さず保護者と担当の

学校職員間で直接行うこと、複数の目で書類受

け取りの確認・記録をすること、提出を受けた

書類はすぐに処理すること等を徹底し、書類の

存在があいまいになるような事態を避け、適正

な事務処理を行う。所管課としても、学校に対

策の徹底と迅速・確実な処理を促していく。 

（学務課、巣鴨小学校） 

 

所管部課: 学務課、巣鴨小学校 

 



 

平成３０年度定期監査結果報告における 

監査委員指摘に対する措置状況等報告書 

監査結果報告における指摘事項 左の指摘事項に対する措置状況等 

第６ １ 指摘事項 

（６）複数年にわたる不適正な事務処理につい

て 

次の課においては、これまで複数年にわたり

同一事項に対して指導を行っているにもかか

わらず、依然として改善が図られていない。 

 

① 豊島区随意契約ガイドラインに基づく規

定の見積数を徴していない契約がある。 

（指導課） 

 

② 業務委託契約の適正な履行を確保するた

め、監督員の設置が義務付けられているとこ

ろ、監督員を指定していない契約がある。 

（区民活動推進課、ごみ減量推進課、生活福

祉課、指導課） 

第６ １ 指摘事項 

（６）複数年にわたる不適正な事務処理につい

て 

 

 
 

① 各学校（園）に対しては、校園長会及び副校

長会において「随意契約ガイドライン（抜粋）」

を示したうえで、適正な数の見積書徴取を行う

よう指導を継続する。見積数を満たしていない

件については、学校から送付される書類を受け

取らないよう徹底する。 

（指導課） 

② 契約起案の摘要欄への監督員の記載に関

し、係員複数人によるチェック体制を整備す

る。 

（指導課） 

 

 

所管部課: 
指導課、区民活動推進課、ごみ減量推進課、生

活福祉課 

 



 

平成３０年度定期監査結果報告における 

監査委員指導に対する措置状況等報告書 

監査結果報告における指導事項 左の指導事項に対する措置状況等 

第６ ２ 指導事項 

（１）契約処理に関する事項 

① 主管課において処理する契約：見積書徴取 

豊島区契約事務規則第３条の２では、次の各

号に該当する場合は、契約事務分掌の特例とし

て、主管課において契約するものとしている。 

ア）相手方が国・地方公共団体、及び営利を

目的としないことが明らかでかつ競争相

手がない個人又は団体であって、予定価格

がそれぞれ定めた上限金額未満の業務委

託契約である場合 

イ）契約の内容が飲食物の調達、電気、ガス、

水道等の供給など定めた要件に該当する

場合 

ウ）契約の内容が物品の買い入れや修繕、業

務委託などでかつ予定価格が 50 万円以下

（物件の借上げは 40 万円以下）の場合 

また、主管課で処理する契約のうち、随意契

約における見積書の徴取者数については、同規

則第 40 条において、なるべく２者以上から見

積書を徴さねばならないとし、さらに、豊島区

随意契約ガイドライン（以下「ガイドライン」

という。）により、予定価格が５万円以上 30 万

円未満のときは２者以上、30 万円以上 50 万円

以下のときは３者以上、50 万円超は４者以上か

ら徴取するものと定めている。 

見積書徴取について、これら要件を満たして

いるかを確認した結果、規定の見積数を徴して

いない契約があることが判明したので是正さ

れたい。 

（行政経営課、国民健康保険課、文化デザイ

ン課、図書館課、ごみ減量推進課、高齢者福祉

課、子育て支援課(西部子ども家庭支援センタ

ー)、都市計画課） 

 

また、規定の見積数を徴取したにもかかわら

ず、見積業者の辞退等の理由により数に不足が

生じたものがあり、このような場合においても

改めて規定の見積数を徴取されたい。 

（教育センター） 

 

なお、以下に示す課は、前年度に引き続く指

導である。すみやかにかつ確実に是正されるよ

う重ねて申し添える。 

（庁舎運営課、学務課） 

第６ ２ 指導事項 

（１）契約処理に関する事項 

① 主管課において処理する契約：見積書徴取 

 

見積業者の辞退があった場合は、改めて豊

島区随意契約ガイドラインの規定に基づき見

積書を必要数徴取する。 （教育センター） 

 

豊島区随意契約ガイドラインに則り、規定見

積数の徴取を徹底するよう、職員及び学校に対

し、再度周知した。       （学務課） 

所管部課: 

行政経営課、国民健康保険課、文化デザイン

課、図書館課、ごみ減量推進課、高齢者福祉

課、子育て支援課(西部子ども家庭支援センタ

ー)、都市計画課、教育センター、庁舎運営課、

学務課 



 

平成３０年度定期監査結果報告における 

監査委員指導に対する措置状況等報告書 

監査結果報告における指導事項 左の指導事項に対する措置状況等 

第６ ２ 指導事項 

（１）契約処理に関する事項 

② 主管課において処理する契約：業者指定 

主管課が処理する契約（50 万円以下（物件の

借上げは 40 万円以下））において、随意契約に

より業者を指定する際、ガイドラインでは「第

３見積書の徴取」の（３）で、「契約の性質又は

目的により契約の相手方が特定されるとき」な

ど、その要件を述べているが、併せて「原則と

して価格の妥当性を証する資料（積算資料、類

似契約資料等）を添付するものとする」ことに

より、見積書の徴取者数を１者まで減ずること

ができるとしている。 

主管課契約案件のうち随意契約について確

認したところ、見積書徴取者数が１者のみの契

約で、有効な資料添付または業者を指定するに

足る理由が、起案本文に記載されていない案件

が見受けられた。契約においては、競争による

最適価格の追及が原則であることを踏まえ、業

者指定の際には、指定業者及び予定価格が有効

かつ効率的である具体的な理由を、財務会計シ

ステムだけではなく起案文書にも明記された

い。 

（防災危機管理課、学習・スポーツ課、ごみ

減量推進課、障害福祉課、住宅課、土木管理課、

公園緑地課、学務課、指導課、目白小学校） 

 

なお、以下に示す課は、前年度に引き続く指

導である。すみやかにかつ確実に是正されるよ

う重ねて申し添える。 

（地域区民ひろば課、会計課） 

第６ ２ 指導事項 

（１）契約処理に関する事項 

② 主管課において処理する契約：業者指定 

 
業者指定の際には具体的な理由等内容を財

務会計システム同様に起案文書にも記載する

よう周知した。   （学務課・目白小学校） 

 

 主管課において処理する契約：業者指定 

業者指定による契約を行う際は、その業者及

び価格が有効である理由を契約起案に漏れなく

記載するよう徹底を図る。    （指導課） 

 

 

所管部課: 

防災危機管理課、学習・スポーツ課、ごみ減量

推進課、障害福祉課、住宅課、土木管理課、公

園緑地課、学務課、指導課、目白小学校、地域

区民ひろば課、会計課 

 



 

平成３０年度定期監査結果報告における 

監査委員指導に対する措置状況等報告書 

監査結果報告における指導事項 左の指導事項に対する措置状況等 

第６ ２ 指導事項 

（１）契約処理に関する事項 

③ 業務委託契約の監督員による適正な履行の

確保 

業務委託契約の適正な履行を確保するため、

平成 26年 7月 31日 26豊総契発第 1163号によ

り、契約課から業務委託契約における監督・検

査実施マニュアル及び「業務委託契約の監督員

による適正な履行の確保について」が通知さ

れ、監督員の設置が義務付けられたが、多くの

課で監督員を指定せず契約を行っていた。 

（企画課、財政課、行政経営課、人事課、契

約課、環境保全課、障害福祉課(心身障害者福祉

センター)、生活衛生課、長崎健康相談所、子ど

も若者課、子育て支援課、住宅課、会計課） 

 

なお、以下に示す課は、前年度に引き続く指

導である。すみやかにかつ確実に是正されるよ

う重ねて申し添える。 

（防災危機管理課、庁舎運営課、地域区民ひ

ろば課、国民健康保険課、学習・スポーツ課、

豊島清掃事務所、障害福祉課、都市計画課、土

木管理課、学務課、選挙管理委員会事務局、議

会総務課） 

 

また、以下に示す課は、監督員は指定されて

いたものの、受託者へ監督員を通知していなか

った。 

（総務課、施設整備課、高齢者医療年金課、

文化デザイン課、文化観光課、西部生活福祉課、

子育て支援課(西部子ども家庭支援センター)、

保育課、公園緑地課、庶務課、放課後対策課、

学校施設課） 

第６ ２ 指導事項 

（１）契約処理に関する事項 

③ 業務委託契約の監督員による適正な履行の

確保 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

業務委託契約事務を担当する職員に対し、契

約起案に監督員名を盛り込むよう改めて周知

を行うとともに、起案決裁時に確認を行うこと

とする。            （学務課） 

 

 

 

 

 

課内周知徹底を行い、30年度以降適正な処理

を実施済みである。       （庶務課） 

 

課内全職員に、業務委託契約を締結した際に

は監督員通知を送るよう周知徹底を図った。 

（学校施設課） 
 

受託者へ確実に監督員を通知するようにする。 

（放課後対策課） 

 

 

所管部課: 

企画課、財政課、行政経営課、人事課、契約課、

環境保全課、障害福祉課(心身障害者福祉セン

ター)、生活衛生課、長崎健康相談所、子ども

若者課、子育て支援課、住宅課、会計課、防災

危機管理課、庁舎運営課、地域区民ひろば課、

国民健康保険課、学習・スポーツ課、豊島清掃

事務所、障害福祉課、都市計画課、土木管理

課、学務課、選挙管理委員会事務局、議会総務

課、総務課、施設整備課、高齢者医療年金課、

文化デザイン課、文化観光課、西部生活福祉

課、子育て支援課(西部子ども家庭支援センタ

ー)、保育課、公園緑地課、庶務課、放課後対

策課、学校施設課 



 

平成３０年度定期監査結果報告における 

監査委員指導に対する措置状況等報告書 

監査結果報告における指導事項 左の指導事項に対する措置状況等 

第６ ２ 指導事項 

（２）会計処理に関する事項 

① 歳入関係事務 

ア）起案文書 

調定起案文書には、「歳入事務の手引き」によ

り、件名、調定金額、歳入年度、歳入科目、納

入義務者の住所・氏名、納付期限、徴収の根拠

法令、処理方法などが必要記載事項とされてい

る。しかし、調定起案本文に何ら記載のないも

の、あるいは必要事項の一部のみが記載されて

いるもの等、調定起案本文として、決裁者の決

定を受けるに足る内容を示していないものが

見受けられた。 

（文化観光課、地域保健課、放課後対策課） 

 

イ）調定時期 

歳入の調定にあたっては、豊島区会計事務規

則第 21 条により、「徴収すべき歳入の金額が

確定したときは直ちに当該歳入について調定

しなければならない。」とされているが、金額確

定後、長期間において調定を実施していなかっ

た。 

（子育て支援課(東部子ども家庭支援センタ

ー)、都市計画課、土木管理課） 

 

また、事前に金額が確定しているにもかかわ

らず、収入した後の調定（事後調定）がおこな

われていた。 

（生活産業課、生活福祉課） 

 

ウ）年度内調定 

歳入の調定額通知書を当該年度内に発行す

べきところ、翌年度の４月以降の日付で処理し

ていた。調定起案文書及び決定の日付は、年度

内で処理すべきである。（不納欠損額通知につ

いても同様である。） 

（東部区民事務所、生活福祉課、子育て支援

課(東部子ども家庭支援センター)、保育課、土

木管理課) 

第６ ２ 指導事項 

（２）会計処理に関する事項 

① 歳入関係事務 
指導事項については、課全職員に周知して適正な

処理を徹底する。       （放課後対策課） 

所管部課: 

文化観光課、地域保健課、放課後対策課、子育

て支援課(東部子ども家庭支援センター)、都

市計画課、土木管理課、生活産業課、生活福祉

課、東部区民事務所、子育て支援課(東部子ど

も家庭支援センター)、保育課 

 



 

平成３０年度定期監査結果報告における 

監査委員指導に対する措置状況等報告書 

監査結果報告における指導事項 左の指導事項に対する措置状況等 

第６ ２ 指導事項 

（２）会計処理に関する事項 

① 歳入関係事務 

エ）会計管理者に対する通知 

歳入の調定にあたっては、豊島区会計事務規

則第 22 条により「直ちに会計管理者に通知し

なければならない。」とされ、「ただし、同一の

科目に属する歳入で日々調定するものについ

ては、毎月分を取りまとめ、翌月５日までに通

知させることができる。」とされているが、翌月

の５日を超えた日付で調定していた。 

（地域区民ひろば課、ごみ減量推進課） 

 

オ）納期限 

納入通知書で通知する場合の納期限につい

ては、豊島区会計事務規則第 25 条第 3 項によ

り、法令その他の定めがある場合を除くほか、

調定の日から、20 日以内で適宜の納期限を定め

るものとされている。 

しかし、法令その他の定めがないにもかかわ

らず、調定の日から 20 日を超える日を納期限

として定めていた。 

また、分納においては適宜の納期限を定める

べきであるが、分納する全ての納期限について

年度末の日付が指定されていた。 

（生活産業課、図書館課、ごみ減量推進課、

庶務課） 

 

なお、以下に示す課は、前年度に引き続く指

導である。すみやかにかつ確実に是正されるよ

う重ねて申し添える。 

（財産運用課、住宅課） 

 

カ）収納金日報 

豊島区会計事務規則第 29 条第 2 項により、

金銭出納員は、歳入金を収納したときは、収納

金日報を作成し、歳入徴収者に報告しなければ

ならないとされている。しかし、本来備えるべ

き収納金日報が作成されていなかった。 

（庁舎運営課、地域区民ひろば課(区民ひろ

ば南大塚)） 

第６ ２ 指導事項 

（２）会計処理に関する事項 

① 歳入関係事務 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
オ）納期限 

平成 30 年度以降は、会計事務規則を今一度

課内で確認し、調定の際は適正な納期限を定め

て処理を行うようにする。    （庶務課） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所管部課: 

地域区民ひろば課、ごみ減量推進課、生活産

業課、図書館課、庶務課、財産運用課、住宅課、

庁舎運営課、地域区民ひろば課(区民ひろば南

大塚) 
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監査結果報告における指導事項 左の指導事項に対する措置状況等 

第６ ２ 指導事項 

（３）庶務事務に関する事項 

① 郵券等金券管理 

ア）郵券等受払簿の訂正処理について、訂正

後の押印漏れが散見された。 

また、上書きによる訂正など、不適切な処理

が行われていた。二重線による抹消後、訂正印

を押印する訂正方法により処理されたい。 

（男女平等推進センター、総合窓口課、西部

区民事務所、環境政策課、環境保全課、ごみ減

量推進課、福祉総務課、介護保険課、健康推進

課、子育て支援課、子育て支援課(東部子ども家

庭支援センター)、土木管理課、学校施設課） 

 

なお、以下に示す課は、前年度に引き続く指

導である。すみやかにかつ確実に是正されるよ

う重ねて申し添える。 

（文化デザイン課、長崎健康相談所） 

 

イ）郵券受払簿において、鉛筆による記載が

見受けられた。文書の改ざんが容易にできない

よう、適正に処理されたい。 

（区民活動推進課、総合窓口課、豊島清掃事

務所、福祉総務課、生活福祉課、土木管理課） 

 

ウ）金券類（レターパック）の管理について、

受払簿と残枚数を確認したところ、146 枚

（74,460 円）分、受払簿への記載が漏れていた。

適正に処理されたい。 

（選挙管理委員会事務局） 

 

エ）郵券受払簿は作成していたが、その記載

内容には不足があるため、必要項目を備えるな

ど、書式を工夫されたい。 

（生活福祉課） 

 

オ）「ごみ処理券」の扱いについて、受払簿が

作成されていなかった。 

（ごみ減量推進課） 

第６ ２ 指導事項 

（３）庶務事務に関する事項 

① 郵券等金券管理 

課内全職員に、郵券等受払簿の訂正処理を 

した場合は訂正印の押印を徹底することと 

二重書き等での修正をしないことを指導し 

た。            （学校施設課） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所管部課: 

男女平等推進センター、総合窓口課、西部区

民事務所、環境政策課、環境保全課、ごみ減量

推進課、福祉総務課、介護保険課、健康推進

課、子育て支援課、子育て支援課(東部子ども

家庭支援センター)、土木管理課、学校施設課、

文化デザイン課、長崎健康相談所、区民活動

推進課、豊島清掃事務所、生活福祉課、選挙管

理委員会事務局 
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第６ ２ 指導事項 

（４）私費会計に関する事項 

① 学校徴収金 

ア）３学年の教材費・移動教室等の出納簿に

ついては、納品書及び請求書がほとんど添付さ

れておらず、また鉛筆による記載も見受けられ

た。月計・年累計もないなど多くの記入漏れに

より未完成の状態にもかかわらず、副校長・校

長ほか２名により確認印が押印されていた。早

急に改善されたい。 

（清和小学校） 

 

イ）学校徴収金事務取扱要綱第８条及び第 11 

条において、学校徴収金（給食費、教材費、校

外学習費等）については、２名以上の会計監査

委員（うち保護者１名以上）による監査を受け、

保護者に報告することとされているが、4 月 16

日付で監査実施の署名・押印があったのは会計 

監査委員としての保護者１名のみであった。早

急に改善されたい。 

（清和小学校） 

 

ウ）職員の給食費を集める徴収袋において、

領収日、領収金額、領収印などの欄への記載漏

れや訂正後の押印漏れ、上書きによる訂正がな

されていた。現金の授受に関するものであり、

適正に処理されたい。 

（駒込中学校） 

第６ ２ 指導事項 

（４）私費会計に関する事項 

① 学校徴収金 

ア）監査委員からの指摘に基づき、学校には

早急に改善するよう指導し、左記事象は改善さ

れた。 

指摘事項については校長会、副校長会でも報

告し、他の学校にも注意喚起した。 

（学務課、清和小学校） 

 

 

 

イ）監査委員からの指摘に基づき、学校には

早急に改善するよう指導し、会計監査委員には

ＰＴＡからもう１名追加し、２名体制とした。 

指摘事項については校長会、副校長会でも報

告し、他の学校にも注意喚起した。 

（学務課、清和小学校） 

 

 

 

 

ウ）監査委員からの指摘に基づき、学校には

早急に改善するよう指導し、左記事象は改善さ

れた。 

指摘事項については校長会、副校長会でも報

告し、他の学校にも注意喚起した。 

（学務課、駒込中学校） 

所管部課: 清和小学校、駒込中学校 

 



 

平成３０年度定期監査結果報告における 

監査委員意見・要望に対する措置状況等報告書 

監査結果報告における意見・要望 左の意見・要望に対する措置状況等 

第７ ３ 意見・要望 

（９）施設監査について 

３）子どもスキップ 

子どもスキップ長崎においては、不審者等か

ら児童の身を守る目的として設置している防

犯カメラが、児童が普段使用している出入口で

はなく、職員専用の出入口に設置されていた。

立地環境上、この出入口は外からの死角が多い

ため防犯カメラを設置しているとのことであ

るが、職員の使用時以外は施錠している出入口

である。 

防犯カメラは不審者等の対策には必要不可

欠な機器である。児童がより安心して安全なス

キップへ通えるよう、カメラの位置は防犯対策

上より効果的な場所への変更を検討されたい。

また、設置場所の変更が困難な場合は、児童の

出入口側への増設についても合わせて検討さ

れたい。         （放課後対策課） 

 

４）小学校 

区では、学校トイレ緊急改善推進事業によ

り、平成 28 年から平成 30 年の３ヶ年で、区内

小中学校トイレの洋式化実現に向けた工事等

が実施されているところであるが、長崎小学校

の体育館トイレについては、学校トイレ洋式化

の計画に含まれておらず、未だ和式トイレの状

況であった。この体育館トイレは児童が使用す

るだけではなく、施設の一般開放で体育館を利

用する方も使用するトイレでもある。また災害

発生時、各学校は救援センターとなり、状況も

さまざまな多くの方が避難して来る場所にな

るが、避難場所に一番近いトイレが和式トイレ

では、利用者に不都合が生じることもある。 

トイレ改修にあっては、校舎内トイレだけで

はなく、体育館トイレも含め学校敷地内にある

全てのトイレが洋式化になるよう、早急に検討

されたい。特に体育館トイレ改修については、

学校が救援センターになることも視野に入れ、

ユニバーサルデザインの観点も含めて検討さ

れたい。 

なお、長崎小学校の体育館においては、更衣

室及び現在使用されていない男女シャワー室

にカビが多く発生しており衛生面に問題があ

る。また更衣室には、多くの物が置かれていた。

これらについてもトイレの改修の検討に含め

対応されたい。 

（学校施設課） 

第７ ３ 意見・要望 

（９）施設監査について 

３）子どもスキップ 

意見をふまえ設置場所等検討している。 

            （放課後対策課） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４）小学校 

 

学校トイレ緊急改善推進事業では、校舎内の 

系統でトイレの洋式化を行った。 

 体育館トイレについても、今後、ユニバーサ

ルデザインの観点も踏まえながら順次計画的

に改修を進めていく。 

長崎小学校体育館更衣室のカビの原因とな

った管理棟屋上からの漏水は、今年度改修済み

である。トイレを含めた内装については、今後

の大規模改修で計画的に工事を行っていく。  

（学校施設課） 

 

 

所管部課: 放課後対策課、学校施設課 

 



 

 



（写） 

 

３０豊選発第 262 号 

平成３１年１月１６日 

 

豊島区監査委員 様 

 

                  豊島区選挙管理委員会 

委員長  渡 邉  潤（公印） 

 

 

平成３０年度定期監査結果報告における監査委員指摘、指導及び意見に対する 

改善等措置及び検討状況の報告 

 

 

標記監査結果報告において指摘された事項について措置を講じたので、地方

自治法第１９９条第１２項の規定に基づき、別紙のとおり通知します。 

 



 

 



 

平成３０年度定期監査結果報告における 

監査委員指導に対する措置状況等報告書 

監査結果報告における指導事項 左の指導事項に対する措置状況等 

第６ ２ 指導事項 

（１）契約処理に関する事項 

③ 業務委託契約の監督員による適正な履行の

確保 

業務委託契約の適正な履行を確保するため、

平成 26年 7月 31日 26豊総契発第 1163号によ

り、契約課から業務委託契約における監督・検

査実施マニュアル及び「業務委託契約の監督員

による適正な履行の確保について」が通知さ

れ、監督員の設置が義務付けられたが、多くの

課で監督員を指定せず契約を行っていた。 

（企画課、財政課、行政経営課、人事課、契

約課、環境保全課、障害福祉課(心身障害者福祉

センター)、生活衛生課、長崎健康相談所、子ど

も若者課、子育て支援課、住宅課、会計課） 

 

なお、以下に示す課は、前年度に引き続く指

導である。すみやかにかつ確実に是正されるよ

う重ねて申し添える。 

（防災危機管理課、庁舎運営課、地域区民ひ

ろば課、国民健康保険課、学習・スポーツ課、

豊島清掃事務所、障害福祉課、都市計画課、土

木管理課、学務課、選挙管理委員会事務局、議

会総務課） 

 

また、以下に示す課は、監督員は指定されて

いたものの、受託者へ監督員を通知していなか

った。 

（総務課、施設整備課、高齢者医療年金課、

文化デザイン課、文化観光課、西部生活福祉課、

子育て支援課(西部子ども家庭支援センター)、

保育課、公園緑地課、庶務課、放課後対策課、

学校施設課） 

第６ ２ 指導事項 

（１）契約処理に関する事項 

③ 業務委託契約の監督員による適正な履行の

確保 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
業務委託契約の際に、契約起案文書に監督員

を必ず明記するように再度、指導した。 

（選挙管理委員会事務局） 

所管部課: 

企画課、財政課、行政経営課、人事課、契約課、

環境保全課、障害福祉課(心身障害者福祉セン

ター)、生活衛生課、長崎健康相談所、子ども

若者課、子育て支援課、住宅課、会計課、防災

危機管理課、庁舎運営課、地域区民ひろば課、

国民健康保険課、学習・スポーツ課、豊島清掃

事務所、障害福祉課、都市計画課、土木管理

課、学務課、選挙管理委員会事務局、議会総務

課、総務課、施設整備課、高齢者医療年金課、

文化デザイン課、文化観光課、西部生活福祉

課、子育て支援課(西部子ども家庭支援センタ

ー)、保育課、公園緑地課、庶務課、放課後対

策課、学校施設課 

 



 

平成３０年度定期監査結果報告における 

監査委員指導に対する措置状況等報告書 

監査結果報告における指導事項 左の指導事項に対する措置状況等 

第６ ２ 指導事項 

（３）庶務事務に関する事項 

① 郵券等金券管理 

ア）郵券等受払簿の訂正処理について、訂正

後の押印漏れが散見された。 

また、上書きによる訂正など、不適切な処理

が行われていた。二重線による抹消後、訂正印

を押印する訂正方法により処理されたい。 

（男女平等推進センター、総合窓口課、西部

区民事務所、環境政策課、環境保全課、ごみ減

量推進課、福祉総務課、介護保険課、健康推進

課、子育て支援課、子育て支援課(東部子ども家

庭支援センター)、土木管理課、学校施設課） 

 

なお、以下に示す課は、前年度に引き続く指

導である。すみやかにかつ確実に是正されるよ

う重ねて申し添える。 

（文化デザイン課、長崎健康相談所） 

 

イ）郵券受払簿において、鉛筆による記載が

見受けられた。文書の改ざんが容易にできない

よう、適正に処理されたい。 

（区民活動推進課、総合窓口課、豊島清掃事

務所、福祉総務課、生活福祉課、土木管理課） 

 

ウ）金券類（レターパック）の管理について、

受払簿と残枚数を確認したところ、146 枚

（74,460 円）分、受払簿への記載が漏れていた。

適正に処理されたい。 

（選挙管理委員会事務局） 

 

エ）郵券受払簿は作成していたが、その記載

内容には不足があるため、必要項目を備えるな

ど、書式を工夫されたい。 

（生活福祉課） 

 

オ）「ごみ処理券」の扱いについて、受払簿が

作成されていなかった。 

（ごみ減量推進課） 

第６ ２ 指導事項 

（３）庶務事務に関する事項 

① 郵券等金券管理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ） 

 選挙の際に、期日前投票所で払出ししたレタ

ーパックの数 146 枚（74,460 円）分のうち 87

枚（44,370 円）分、については、後日未使用分

が確認できたので、残りの 59 枚（30,090 円）

分を受払簿に反映した。 

今後は、選挙時の期日前投票所５か所に「レ

ターパック受払補助簿」を設置して従事者に適

正な管理を指導し、期日前投票終了後に「レタ

ーパック受払補助簿」により残枚数等を確認す

るように改善する。 

（選挙管理委員会事務局） 

所管部課: 

男女平等推進センター、総合窓口課、西部区

民事務所、環境政策課、環境保全課、ごみ減量

推進課、福祉総務課、介護保険課、健康推進

課、子育て支援課、子育て支援課(東部子ども

家庭支援センター)、土木管理課、学校施設課、

文化デザイン課、長崎健康相談所、区民活動

推進課、豊島清掃事務所、生活福祉課、選挙管

理委員会事務局 

 



 

（写） 

 

３０豊議発第 ７５９ 号 

平成３１年 １月２２日 

 

豊島区監査委員 様 

 

                      豊島区議会議長 

磯   一 昭（公印） 

 

 

平成３０年度定期監査結果報告における監査委員指摘、指導及び意見に対する 

改善等措置及び検討状況の報告について 

 

 

標記監査結果報告において指摘された事項について措置を講じたので、地方

自治法第１９９条第１２項の規定に基づき、別紙のとおり通知します。 

 



 

 



 

平成３０年度定期監査結果報告における 

監査委員指導に対する措置状況等報告書 

監査結果報告における指導事項 左の指導事項に対する措置状況等 

第６ ２ 指導事項 

（１）契約処理に関する事項 

③ 業務委託契約の監督員による適正な履行の

確保 

業務委託契約の適正な履行を確保するため、

平成 26年 7月 31日 26豊総契発第 1163号によ

り、契約課から業務委託契約における監督・検

査実施マニュアル及び「業務委託契約の監督員

による適正な履行の確保について」が通知さ

れ、監督員の設置が義務付けられたが、多くの

課で監督員を指定せず契約を行っていた。 

（企画課、財政課、行政経営課、人事課、契

約課、環境保全課、障害福祉課(心身障害者福祉

センター)、生活衛生課、長崎健康相談所、子ど

も若者課、子育て支援課、住宅課、会計課） 

 

なお、以下に示す課は、前年度に引き続く指

導である。すみやかにかつ確実に是正されるよ

う重ねて申し添える。 

（防災危機管理課、庁舎運営課、地域区民ひ

ろば課、国民健康保険課、学習・スポーツ課、

豊島清掃事務所、障害福祉課、都市計画課、土

木管理課、学務課、選挙管理委員会事務局、議

会総務課） 

 

また、以下に示す課は、監督員は指定されて

いたものの、受託者へ監督員を通知していなか

った。 

（総務課、施設整備課、高齢者医療年金課、

文化デザイン課、文化観光課、西部生活福祉課、

子育て支援課(西部子ども家庭支援センター)、

保育課、公園緑地課、庶務課、放課後対策課、

学校施設課） 

第６ ２ 指導事項 

（１）契約処理に関する事項 

③ 業務委託契約の監督員による適正な履行の

確保 

監査指導後、直ちに「業務委託契約における

監督・検査実施マニュアル」等を課内に改めて

強く周知し、業務委託契約を行う際には、監督

員を指定するよう、徹底を図った。 

また、監督員通知も契約締結起案に添付する

こととした。 

（議会総務課） 

所管部課: 

企画課、財政課、行政経営課、人事課、契約課、

環境保全課、障害福祉課(心身障害者福祉セン

ター)、生活衛生課、長崎健康相談所、子ども

若者課、子育て支援課、住宅課、会計課、防災

危機管理課、庁舎運営課、地域区民ひろば課、

国民健康保険課、学習・スポーツ課、豊島清掃

事務所、障害福祉課、都市計画課、土木管理

課、学務課、選挙管理委員会事務局、議会総務

課、総務課、施設整備課、高齢者医療年金課、

文化デザイン課、文化観光課、西部生活福祉

課、子育て支援課(西部子ども家庭支援センタ

ー)、保育課、公園緑地課、庶務課、放課後対

策課、学校施設課 

 


